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8：55〜9：00
開会式

9：00〜11：30
シンポジウム1　 産P

「Network Medicine　帝王切開を考える」
座長：自治医科大学産科婦人科　松原　茂樹

大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学　木村　　正
1．「帝王切開術の切開法」	 藤田保健衛生大学産婦人科　関谷　隆夫　　
2．「産褥出血に対する止血法：Uterine	compression	suture（MY	suture），Bakriバルーン，MT-holding」

自治医科大学産科婦人科　高橋　宏典　　
3．「帝王切開周術期の致死的出血に対する動脈血流遮断の実際」

練馬光が丘病院産婦人科／埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター　村山　敬彦　　
4．「術式の工夫でこれほど変わる産褥子宮摘出術」	 大阪大学産科学婦人科学教室　松崎　慎哉　　

12：00〜13：30
総会

13：30〜14：00
会長講演 

「母と子のネットワーク」
座長：長野県立こども病院新生児科　中村　友彦

演者：日本医科大学産婦人科　中井　章人

14：00〜14：30
招請講演 

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組について〜医療体制を中心に〜」
座長：日本医科大学産婦人科　中井　章人

演者：東京都知事　小池百合子

14：30〜16：00
特別シンポジウム

「Network for Sports Medicine　トップアスリートの妊娠・出産・育児」
座長：東京大学医学部附属病院女性診療科・産科　能瀬さやか

三重大学大学院医学系研究科産科婦人科学　池田　智明
シンポジスト：
1．	 	 自衛隊体育学校レスリング班（ロンドン五輪女子レスリング日本代表）　小原日登美　　
2．	 株式会社attainment代表取締役／順天堂大学大学院博士後期課程（アテネ五輪女子ハンマー投日本代表）　室伏　由佳　　
3	 2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会アスリート委員（シドニー五輪女子競泳日本代表）
	 	 　萩原　智子　　
4．日本障害者スキー連盟理事／一般社団法人日本パラリンピアンズ協会（PAJ）副会長（冬季パラリンピック5大会日本代表）
	 	 大日方邦子　　

16：00〜17：00
海外招請講演1　

「New Trends in Fetal Therapy: From Stem Cells to the Artificial Womb」
座長：九州大学大学院小児外科学　田口　智章

演者：Department of General, Thoracic, and Fetal Surgery, Children's Hospital of Philadelphia, USA　Alan Flake

1日目　7月8日（日）
第1会場　ホールC　［4F］
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17：00〜18：00
海外招請講演2　

「Medication use in advanced neonatal resuscitation」
座長：埼玉医科大学総合医療センター小児科・新生児科　田村　正徳

演者：University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, USA　Myra Wyckoff
	
1日目　7月8日（日）
第2会場　ホールB7（1）

9：00〜11：30
シンポジウム2　　 小P

「Inter-Professional Network　NICUから始まる移行期医療」
座長：横浜市立大学附属病院臨床研修センター　西巻　　滋

日本医科大学武蔵小杉病院新生児科　島　　義雄
1．「当院における移行期医療の現況と取り組み」	九州大学病院総合周産期母子医療センター新生児内科部門　落合　正行　　
2．「診断技術の進歩で変容していく周産期・新生児医療」	 埼玉県立小児医療センター遺伝科　大橋　博文　　
3．「先天性心疾患の移行の実際　成人先天性心疾患」	 聖路加国際病院循環器内科　丹羽公一郎　　
4．「在宅医療に求められる周産期にかかわる医師の役割」
国立研究開発法人国立成育医療研究センター総合診療部・在宅診療科／医療連携・患者支援センター在宅医療支援室　中村　知夫　　

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 1

18：30〜20：30
情報交換会

9：00〜11：30
クリニカルカンファレンス

「Inter-Professional Network　未編集ビデオで討論しよう」
座長：順天堂大学小児外科　山髙　篤行

Department of General, Thoracic, and Fetal Surgery, Children's Hospital of Philadelphia, USA　Alan Flake
1．指定発言：「供覧ビデオ術式：従来のしわを利用した食道閉鎖根治術」	演者：九州大学大学院小児外科学　田口　智章　　

コメンテーター：大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科学　奧山　宏臣　　
東京女子医科大学小児外科　世川　　修　　

2．指定発言：「供覧ビデオ術式：嚢胞性肺疾患の分類と自然経過」	 演者：慶應義塾大学医学部小児外科　黒田　達夫　　
コメンテーター：名古屋大学大学院医学系研究科小児外科学　内田　広夫　　

愛知医科大学小児外科　金子健一朗　　

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 2

18：30〜20：30
情報交換会

1日目　7月8日（日）
第2会場　ホールB7（1）　［7F］

1日目　7月8日（日）
第3会場　ホールB7（2）　［7F］
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9：30〜11：30
倫理委員会企画シンポジウム　 共通P

「生命倫理と社会的支援」
総合司会：富山大学医学部産科婦人科学教室　齋藤　　滋
座長：聖路加国際大学聖路加国際病院小児科　草川　　功

聖路加国際病院女性総合診療部／遺伝子診療部　山中美智子
1．「東京都における在宅医療と家族支援の現状について」	 あおぞら診療所　戸谷　　剛　　
2．「北海道における在宅医療と家族支援の現状について」	 生涯医療クリニックさっぽろ　土畠　智幸　　	
3．「島根県における在宅医療と家族支援の現状について」
	 	 島根県立中央病院入退院支援・地域医療連携センター社会福祉専門員　萬代由喜子　　

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 3

14：30〜15：30
論文賞受賞講演

プレゼンター：日本周産期・新生児医学会理事長
座長：日本周産期・新生児医学会学術委員会委員長

1．A領域「妊娠糖尿病妊婦における診断時と産褥早期の耐糖能変化についての検討」
久留米大学病院総合周産期母子センター　井上　　茂　　

2．B領域「極低出生体重児における定頸獲得時期の検討」	 東京女子医科大学リハビリテーション部　内尾　　優　　
3．C領域「後腹膜寄生体の2	例」	 地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院小児外科　三宅　知世　　

16：00〜16：30
医会共同プログラム（講演）　 共通P  （16：00〜18：20受講にて付与）

「産後ケアへの切れ目のない支援に向けて〜日本産婦人科医会「妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル」の実践と今後の課題」
座長：公益社団法人日本産婦人科医会　木下　勝之

演者：日本産婦人科医会母子保健担当常務理事／さがらレディスクリニック婦人科　相良　洋子

16：30〜18：20
医会共同プログラム（シンポジウム）

「周産期医療の質と安全の向上に向けて〜産科医療補償制度再発防止に関する報告書からみた妊娠第3半期の双胎管理の留意点〜」
座長：大分県立病院総合周産期母子医療センター　佐藤　昌司

前田産科婦人科医院　前田津紀夫
1．「妊娠第3半期における双胎妊娠の管理ポイント」	 聖隷浜松病院産婦人科・総合周産期母子医療センター　村越　　毅　　	
2．「双胎間輸血症候群とその類縁疾患の管理」	 大阪母子医療センター産科　石井　桂介　　
3．「双胎一児死亡」	東邦大学大学院医学研究科産科婦人科学講座／東邦大学医療センター大森病院産婦人科　中田　雅彦　　
4．「双胎経腟分娩」	 葛飾赤十字産院産婦人科　鈴木　俊治　　

9：00〜9：50
一般演題（口演）「教育システム」

座長：千葉大学大学院医学研究院生殖医学　長田　久夫
北里大学医学部産婦人科　望月　純子

O-001	 「胎児治療ハンズオンセミナーによる手技修練の試み」
埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター　野口　翔平　他

O-002	 「地域で開催する母体救命（J-MELS）コースの意義」	 つくばセントラル病院　長田　佳世　　
O-003	 「対馬市における車中分娩3症例を踏まえたNCPR講習会の導入」	 長崎県対馬病院小児科　中村　俊貴　他

1日目　7月8日（日）
第6会場　ホールD7　［7F］

1日目　7月8日（日）
第4，5会場　ホールB5（1）（2）　［5F］
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O-004	 「周産期救急初期診療コース	ピーシーキューブの実績および当施設における救急科連携時の影響」	
	 泉州広域母子医療センターりんくう総合医療センター産婦人科　前中　隆秀　他
O-005	 「Team	STEPPSからみた周産期センターのインシデント・アクシデント報告分析」	

浜松医療センター　芹沢麻里子　他
O-006	 「テレビ会議システムを使った胎児エコーの遠隔セミナー」	

神奈川県立こども医療センター新生児科　川瀧　元良　他

9：50〜10：40
一般演題（口演）「モデル動物実験・培養系」

座長：昭和大学医学部産婦人科学講座　関沢　明彦
宮崎大学医学部産婦人科　児玉　由紀

O-007	 「至適体位による妊婦心肺蘇生法による脳血流動態・冠動脈灌流圧の変化」
昭和大学横浜市北部病院産婦人科　土肥　　聡　他

O-008	 「胎仔期低酸素で惹起される行動異常と選択的セロトニン再取り込み阻害薬による介入」
独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院周産期産科　永野　玲子　他

O-009	 「新生仔低酸素虚血性脳症モデルマウスに対するヒト羊水幹細胞投与の治療効果に関する検討」
慶應義塾大学医学部産婦人科学教室　大谷　利光　他

O-010	 「早産児の臍帯由来間葉系幹細胞初代培養の試み」	 都立多摩総合医療センター産婦人科　本多　　泉　他
O-011	 「脂肪組織由来幹細胞を用いた胎児移植による神経細胞誘導方法」	 昭和大学医学部産婦人科学講座　川嶋　章弘　他
O-012	 「ヒトiPS細胞由来間葉系幹細胞を用いたマウス胎児・新生児腹腔内移植における移植細胞の生着の比較」

京都大学iPS細胞研究所　原田　　文　　
	 	
10：40〜11：40
一般演題（口演）「栄養・代謝-1」

座長：浜松医科大学周産母子センター　伊東　宏晃
名古屋大学産婦人科　小谷　友美

O-013	 「妊婦における栄養摂取調査」	 島根大学産科婦人科　中村　秋穂　他
O-014	 「妊娠初期及び中期のカフェイン摂取が及ぼす妊娠転帰への影響」

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター　三辻　礼美　他
O-015	 「食生活がつなぐω-3脂肪酸と産後うつの関係− IL-6の視点から考える−」	 大阪医科大学産婦人科　永昜　洋子　他
O-016	 「母体血における多価不飽和脂肪酸の推移と胎児発育への影響」	 地域医療機能推進機構相模野病院　河野　照子　他
O-017	 「妊婦におけるビタミンD欠乏の実態」	 山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター産科　内田　雄三　他
O-018	 「早産褥婦のLC-MS/MSによる血清25（OH）D定量的評価」	 慶應義塾大学医学部小児科学教室　原　　香織　他
O-019	 「産科入院後2年以内の骨折症例の臨床疫学的検討-妊娠後骨粗鬆症に関する予備的調査-」

東京医科歯科大学周産・女性診療科　鳥羽三佳代　他

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 4

15：00〜15：30
教育講演1

「“Sunshine” Vitaminと周産期医療」
座長：亀田総合病院新生児科　佐藤　弘之

演者：さいたま市立病院周産期母子医療センター新生児内科　池田　一成

15：30〜16：00
教育講演2

「できてますか？新生児搬送」
座長：日本大学小児科学系小児科学分野　細野　茂春

演者：東京都立小児総合医療センター新生児科　近藤　昌敏
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16：00〜16：30
教育講演3

「新生児の非侵襲的呼吸管理の現状と課題− High flow nasal cannulaを中心に−」
座長：聖路加国際大学聖路加国際病院小児科　草川　　功

演者：東京女子医科大学母子総合医療センター新生児医学科　内山　　温

16：30〜17：00
教育講演4

「NICUにおける腹部超音波検査」
座長：埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　清水　正樹

演者：群馬県立小児医療センター新生児科　丸山　憲一

17：00〜18：00
一般演題（口演）「小児外科-症例」

座長：大阪母子医療センター小児外科　臼井　規朗
筑波大学医学医療系小児外科　新開　統子

O-020	 「出生前に診断された胎児内胎児の1例」	 大分県立病院小児外科　岡村かおり　他
O-021	 「兄弟間に発症した全腸管型及び全結腸型ヒルシュスプルング病の経験」	 慶應義塾大学小児外科　藤村　　匠　他
O-022	 「胎児診断された卵巣嚢腫による絞扼性イレウスの1例」	 金沢大学附属病院小児外科　酒井　清祥　他
O-023	 「経十二指腸チューブ留置が壊死性腸炎発症の原因と考えられた超低出生体重児の1例」	

倉敷中央病院外科・小児外科　橋本晋太朗　他
O-024	 「造影CTが契機となり発症した新生児壊死性腸炎の1例」	 北里大学小児外科　田中　　潔　他
O-025	 「先天性食道閉鎖症と先天性十二指腸閉鎖症を合併した1例」	 杏林大学医学部小児外科　渡邉　佳子　他

9：00〜9：50
一般演題（口演）「呼吸-1」

座長：高槻病院小児科　南　　宏尚
沖縄県立中部病院総合周産期母子医療センター新生児内科　木里　頼子

O-026	 「NIV-NAVAが人工呼吸離脱に有効であった高度気管狭窄の一例」	大阪大学医学部附属病院小児科　辻田麻友子　他
O-027	 「胎児小額症に対してEXIT（ex	utero	intrapartum	treatment）を施行し気道確保に成功した1例」	

大阪市立総合医療センター　小松　摩耶　他
O-028	 「先天性横隔膜ヘルニアの換気不良時に人工呼吸器の選択で呼吸機能検査が有用であった2例」

神奈川県立こども医療センター新生児科　木村　　献　他
O-029	 「新生児先天性横隔膜ヘルニアにおける気胸発症の実態とリスク因子の解析」	

大阪母子医療センター小児外科　臼井　規朗　他
O-030	 「特徴的な呼吸と鼻汁を認めた先天性後鼻孔閉鎖症の一例」

四国こどもとおとなの医療センター新生児内科　岡部　朗子　他
O-031	 「片肺挿管下での嚢胞吸引により改善した左間質性肺気腫の一例」	

岐阜県総合医療センター新生児内科／あいち小児保健医療センター	アレルギー科　上野裕太郎　他
	 	
9：50〜10：40
一般演題（口演）「呼吸-2」

座長：東京女子医科大学東医療センター新生児科　長谷川久弥
埼玉県立小児医療センター新生児科　閑野　知佳

O-032	 「在胎週数によって生後日齢が睡眠時の脳領域の結合に及ぼす影響は異なる」
慶應義塾大学医学部小児科　有光　威志　他

O-033	 「アクチグラフは新生児の睡眠・覚醒を予測できるか：PSGによるバリデーション」	
久留米大学高次脳疾患研究所　盛﨑　俊浩　他

O-034	 「中毒域を超えるカフェイン血中濃度を示した極低出生体重児の1例」
香川大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター　杉野　政城　他

O-035	 「早産児ドキサプラム投与と低カリウム血症：カフェインとテオフィリン併用による違い」
神奈川県立こども医療センター　下風　朋章　他

1日目　7月8日（日）
第7会場　ホールD5　［5F］
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O-036	 「目標酸素飽和度の変更が早産児の未熟児網膜症に与える影響」
国立病院機構小倉医療センター小児科　中嶋　敏紀　他

O-037	 「当施設におけるTargetSpO2値の変更が未熟児網膜症の発症に及ぼす影響の検討」
大阪母子医療センター新生児科　今西　洋介　他

10：40〜11：40
一般演題（口演）「新生児蘇生」

座長：豊橋市民病院小児科（新生児）　杉浦　崇浩
松江赤十字病院第一小児科　小西　恵理

O-038	 「自作開発した新生児蘇生指南プログラムの蘇生シミュレーションにおける有効性の検討」
川崎医科大学新生児科学　川本　　豊　　

O-039	 「山梨県における新生児蘇生法普及事業への取り組み−第2報−」
山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター新生児科　内藤　　敦　他

O-040	 「救急救命士が対応した院外出生症例の検討」	 愛知県小牧市消防本部　田島　典夫　他
O-041	 「総肺静脈還流異常を合併した新生児の蘇生法−胎児心エコー所見からの検討−」

国立循環器病研究センター小児循環器科　廣田　篤史　他
O-042	 「在胎32週未満の中等度低体温に関する検討」	 昭和大学横浜市北部病院こどもセンター　氏家　岳斗　他
O-043	 「急速復温で救命しえた遺棄による新生児寒冷障害の一例」

横浜市立大学附属市民総合医療センター総合周産期母子医療センター　脇田　浩正　他

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 5

15：00〜16：00
海外招待講演　

「Fetal stress, IUGR and neonatal outcome in extremely premature infants」
座長：大阪府立病院機構大阪母子医療センター新生児科　和田　和子

演者：Hanyang University College of Medicine, Hanyang University Guri Hospital, Korea　Chang-Ryul Kim

9：00〜9：50
一般演題（口演）「神経-1」

座長：埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　清水　正樹
埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター新生児部門　金井　雅代

O-044	 「新生児早期尿中high	mobility	group	box	1（HMGB-1）測定の検討」	 武蔵野赤十字病院新生児科　中村　利彦　他
O-045	 「新生児低酸素性虚血性脳症の新規バイオマーカーとしてのsLOX-1」

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第二部　赤松　智久　他
O-046	 「新生児低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血幹細胞移植　第1相臨床試験最終症例報告」

大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学　大西　　聡　他
O-047	 「新生児低酸素性虚血性脳症疑診にて当センターに入院した児の発達予後」

熊本大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター新生児部門　岩井　正憲　他
O-048	 「供血児が失血性ショックによる低酸素性虚血性脳症に陥ったacute	peripartum	TTTSの一例」

名古屋第一赤十字病院小児科　浅井　幸奈　他
O-049	 「重症新生児仮死で出生し，脳幹部低酸素性虚血性障害による脳幹背側症候群が疑われた早産児の1例」

北海道立子ども総合医療・療育センター新生児内科　石川　　淑　他

9：50〜10：40
一般演題（口演）「神経-2」

座長：香川大学小児科学講座　日下　　隆
自治医科大学小児科学　河野　由美

O-050	 「早産児の退院前MRI画像における点状白質病変と生後早期の低Na血症」	済生会兵庫県病院小児科　山根　正之　他
O-051	 「重症患者の治療管理と脳室拡大の検討」

名古屋大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター新生児科　田中　雅人　他

1日目　7月8日（日）
第8会場　G502　［5F］
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O-052	 「内大脳静脈（ICV：internal	cerebral	vein）血流速度が高値を示した母児間輸血症候群の2例」
聖隷浜松病院新生児科　中島　秀幸　他

O-053	 「胎児期から経過観察した結節性硬化症の1例」	 東邦大学医療センター大森病院新生児科　玉置　一智　他
O-054	 「硬膜動静脈瘻，脳出血による水頭症を来したと考えられる超低出生体重児の一例」

島根県立中央病院母性小児診療部新生児科　加藤　文英　他
O-055	 「Finneganスコアと薬物血中濃度測定が診断に有用であったアルプラゾラムによる新生児薬物離脱症候群の1例」

神戸大学大学院医学研究科小児科学分野　福嶋　祥代　他

10：40〜11：40
一般演題（口演）「神経-3」

座長：名古屋大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター新生児部門　佐藤　義明
東京女子医科大学小児科　平澤　恭子

O-056	 「パターン認識法を用いたCFM-オービーエムによるaEEG成熟度評価法の検討」
安城更生病院小児科　杉山裕一朗　他

O-057	 「新生児仮死におけるACA	RIと時間分解分光法による近赤外線分光測定装置（tNIRS）の脳循環・酸素代謝の比較」
埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　今西　利之　他

O-058	 「低酸素虚血性白質障害モデルへのオリゴデンドロサイト前駆細胞移植におけるIGF-2の作用」
名古屋市立大学脳神経生理学　小川　紫野　他

O-059	 「出生前後におけるdorsal	radial	gliaの幹細胞性の変化」
名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野　川瀬　恒哉　他

O-060	 「Muse細胞を用いた胎児発育不全における神経発達障害に対する新規治療法の開発」
名古屋大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター新生児部門　北瀬　悠磨　他

O-061	 「放射状グリア模倣スポンジ移植はマウス新生児脳傷害後の神経学的機能回復を促進する」
名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野　神農　英雄　他

O-062	 「Hydrogen	inhalation	improved	motor	function	in	Neonatal	hypoxic-ischemic	piglet	model」
香川大学大学院医学系研究科　トゥン　インモン　他

15：00〜16：00
一般演題（口演）「血液」

座長：秋田赤十字病院新生児科　新井　浩和
東大寺福祉療育病院小児科　川口　千晴

O-063	 「血小板減少と胆汁うっ滞性肝障害を呈した全身型若年性黄色肉芽腫の新生児例」
兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児内科　山内　貴未　他

O-064	 「早産児における血小板減少症の機序に関する考察」	 愛知医科大学周産期母子医療センター　竹下　　覚　他
O-065	 「妊娠合併特発性血小板減少性紫斑病の母体から出生した新生児血小板減少症の兄妹例」

日本赤十字社医療センター　武　　義基　他
O-066	 「抗Jra抗体によリ発症した胎児水腫の一例」	 杏林大学医学部小児科　天木　祥子　他
O-067	 「胎児水腫，腹水で発見された家族性血球貪食症候群（FHL3型）の1例」

大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学　矢崎耕太郎　他
O-068	 「日齢2に巨大頭血腫にて発症した先天性無フィブリノゲン血症の1例」	 伊勢赤十字病院小児科　木平健太郎　他
O-069	 「新生児脾破裂で発症し重症血友病Aの診断に至った1例」

熊本大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター　服部　裕介　他

16：00〜17：00
一般演題（口演）「黄疸」

座長：香川大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター　安田　真之
奈良県立医科大学新生児集中治療部門　内田優美子

O-070	 「In	vitroでのグリーンLEDを用いた光療法におけるビリルビン異性体の検討−ブルー LEDと比較して」
埼玉医科大学病院新生児科　國方　徹也　他

O-071	 「青色LED光に対するアカゲザル血清でのビリルビン光化学反応」	 香川大学小児科　岡田　　仁　他
O-072	 「ビリルビンオキシダーゼによる酵素法で測定された血清総ビリルビン値の信頼性の検討」

四国こどもとおとなの医療センター新生児内科　久保井　徹　他
O-073	 「早産児における尿中コプロポルフィリンI/I+III比の経時的変化の検討」	 高知医療センター小児科　中田　裕生　他
O-074	 「ABO不適合妊娠に対しての臍帯血を用いた検査の有用性の検討」

東京医科歯科大学発生発達病態学分野小児科　四手井綱則　他
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O-075	 「急性期離脱後に溶血性黄疸を発症した超低出生体重児の赤血球酵素活性の検討」
日本大学医学部小児科学系小児科分野　権　　高恩　他

O-076	 「早産児における神戸大学新黄疸治療基準の評価」
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野　山名　啓司　他

17：00〜18：00
一般演題（口演）「泌尿器」

座長：順天堂大学医学部附属浦安病院小児科　西㟢　直人
倉敷中央病院小児科　澤田真理子

O-077	 「新生児，母体血清クレアチニン値に関する検討」	
福島県立医科大学総合周産期母子医療センター新生児部門　郷　　勇人　他

O-078	 「極低出生体重児の在胎週数別SCr基準値の推移」	 倉敷中央病院小児科　澤田真理子　他
O-079	 「極低出生体重以下の児の日齢14時点における血清クレアチニン基準値」	 一宮市立市民病院小児科　三好　真理　他
O-080	 「尿糖からの早産児尿細管機能の解析」	 東京大学医学部附属病院　西村　　力　他
O-081	 「羊水過少を伴う腎尿路系の先天異常胎児・新生児　その1	呼吸予後・腎不全予後について」

神奈川県立こども医療センター新生児科　大山　牧子　他
O-082	 「羊水過少を伴う腎尿路系の先天異常胎児・新生児　その2	胎児画像所見からどこまで診断可能か」

神奈川県立こども医療センター新生児科　大山　牧子　他
O-083	 「両側多嚢胞性異形成腎の一例」	

聖マリアンナ医科大学病院総合周産期母子医療センター新生児部門　伊東　祐順　他

9：00〜9：50
一般演題（口演）「育児支援・その他-1」

座長：東京医科大学小児科学分野　春原　大介
広島県立広島病院新生児科　福原　里恵

O-084	 「当院におけるこども養育支援チームの役割」	 埼玉医科大学病院新生児科　本多　正和　他
O-085	 「NICUで新生児里親委託の受け入れを行った一例，Infant	Foster	Care	in	Neonatal	Intensive	Care	Unit」

大崎市民病院小児科　金　　美賢　他
O-086	 「「院内こども安全対策委員会」が関与した新生児病棟入院症例の検討」

順天堂大学医学部附属浦安病院　淡路　敦子　他
O-087	 「医療従事者の治療差し控え・中止に対するとらえ方についてのアンケート調査」

聖マリアンナ医科大学小児科　北東　　功　他
O-088	 「予後不良な先天性疾患を持つ新生児の両親の葛藤への心理的支援〜面談を実施して〜」

鳥取大学医学部附属病院看護部　三成　里奈　他
O-089	 「外来フォロー中に経管栄養の差し控えと看取りを相談された低酸素性虚血性脳症例」

聖マリアンナ医科大学小児科　加久翔太朗　他

9：50〜10：40
一般演題（口演）「育児支援・その他-2」

座長：NHO佐賀病院総合周産期母子医療センター小児科　髙柳　俊光
日本大学医学部附属板橋病院小児科　吉川　香代

O-090	 「在宅医療におけるパリビズマブ接種の試みとその効果についての検討」
福岡市立こども病院新生児科　江崎　大起　他

O-091	 「当院NICUにおける長期入院例の検討」	 京都第一赤十字病院　砂田真理子　他
O-092	 「療育施設における在宅移行支援−新生児医療とのより良い連携を目指して」

大阪発達総合療育センター小児科　和田　　浩　他
O-093	 「長期療養児童在宅医療・在宅訪問推進研修会の9年間の小括」

奈良県立医科大学附属病院総合周産期母子医療センター新生児集中治療部門　西久保敏也　他
O-094	 「新生児マススクリーニング採血の精度管理−我々の施設での取り組み−」

地方独立行政法人静岡市立静岡病院小児科・新生児科　五十嵐健康　　
O-095	 「臍肉芽腫に対する吉草酸ベタメタゾン軟膏の有用性に関する多施設共同無作為化比較試験」

名古屋大学大学院医学系研究科小児科学　濱崎咲也子　他

1日目　7月8日（日）
第9会場　G510　［5F］
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10：40〜11：40
一般演題（口演）「新生児の画像診断」

座長：昭和大学江東豊洲病院新生児内科　櫻井基一郎
日本医科大学多摩永山病院小児科　松本　多絵

O-096	 「超低出生体重児の腹部単純X線gasless像は腸管の未熟性を示す」	 日本大学医学部小児外科　大橋　研介　他
O-097	 「極低出生体重児における超音波検査を用いた消化管予備能の評価」

久留米大学医学部小児科学講座　木下　正啓　他
O-098	 「先天性横隔膜弛緩症に対する横隔膜超音波検査の有用性」	 茨城県立こども病院新生児科　星野　雄介　他
O-099	 「当院における胎児横隔膜ヘルニアの超音波所見と新生児生命予後」

三重大学医学部産科婦人科教室　大阪　　優　他
O-100	 「真空固定具を用いたMRI撮影における児の安全性と検査の安定性」

姫路赤十字病院総合周産期母子医療センター小児科　黒川　大輔　他
O-101	 「NICU死亡退院症例の病理解剖と死亡時画像診断（Ai）についての検討」

大阪母子医療センター新生児科　田畑奈都子　他

15：00〜16：00
一般演題（口演）「その他-1」

座長：名古屋市立大学小児科　加藤　丈典
順天堂大学医学部附属静岡病院新生児科　大川　夏紀

O-102	 「新生児科働き方改革：当直体制変更による当直時間帯の救急出動の時間短縮と勤務者の負担軽減効果」
聖隷浜松病院新生児科　宮原　　純　他

O-103	 「周産期の医療資源・社会的因子が脳性麻痺の発症に及ぼす影響−生態学的研究−」
福岡市立こども病院新生児科　島　　貴史　他

O-104	 「この10年間で日本の極低出生体重児（VLBWI）の新生児管理と短期予後はどう変わったか？」
東海大学医学部専門診療学系小児科学　鈴木　啓二　　

O-105	 「この10年間で日本の極低出生体重児（VLBWI）に関する周生（産）期指標はどう変わったか？」
東海大学医学部専門診療学系小児科学　鈴木　啓二　　

O-106	 「静岡県東部における新生児救急車搬送の変遷についての検討」
順天堂大学医学部附属静岡病院新生児センター　粟田健太郎　他

O-107	 「鹿児島県大隅地域の周産期医療の現状と地域連携」	 県民健康プラザ鹿屋医療センター小児科　井之上寿美　他
O-108	 「平成28年熊本地震に伴い改築した新生児病棟での入院患者の把握：1年間での途中経過報告」

熊本市民病院総合周産期母子医療センター新生児内科　猪俣　　慶　他

16：00〜17：00
一般演題（口演）「その他-2」

座長：済生会兵庫県病院小児科　奥谷　貴弘
鹿児島市立病院新生児内科　石原　千詠

O-109	 「プロング外れ予防の開始前後における上気道病変に対するHigh	Flow	Nasal	Cannula（HFNC）の有効性について」
東京女子医科大学東医療センター新生児科　山田　洋輔　他

O-110	 「フローアナライザーを用いたPEEPバルブ付自己膨張式バッグの実測値についての検討」
一宮市立市民病院小児科　長屋　嘉顕　他

O-111	 「瞬時CO2モードを用いたHFO中の呼気CO2濃度測定」	 静岡県立こども病院新生児科　中澤　祐介　他
O-112	 「圧電素子を用いた非接触型生体振動センサーの新生児への応用」

秋田大学大学院医学研究科小児科　高橋　貴一　他
O-113	 「PICC管理におけるニュートロンTMの有用性の検討」	 長野県立こども病院　小川　　亮　他

17：00〜18：00
一般演題（口演）「周産期管理と新生児予後」

座長：倉敷中央病院総合周産期母子医療センター　渡部　晋一
自治医科大学総合周産期母子医療センター新生児集中治療部　矢田ゆかり

O-114	 「極低出生体重児における出生前ステロイド再投与に関する検討」
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター新生児科　大城　達男　他

O-115	 「破水の週数・期間と新生児合併症の関連の検討」	 日本赤十字社医療センター新生児科　天方　秀輔　他
O-116	 「胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術が出生後の心機能に与える影響」

東邦大学医療センター大森病院新生児科　日根幸太郎　他
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O-117	 「双胎間輸血症候群に対し胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術を施行され出生に至った新生児の短期・長期予後」	
大阪母子医療センター新生児科　吉田美寿々　他

O-118	 「硬膜外無痛分娩およびレミフェンタニル和痛分娩で出生した新生児の周産期リスク」
京都大学医学部附属病院新生児集中治療部　池上由希子　他

O-119	 「タダラフィル投与をされた胎児発育不全児の新生児期合併症の検討」
三重大学医学部附属病院産婦人科　辻　　　誠　他

O-120	 「悪性リンパ腫に対し化学療法を行った母体から出生した児の1例」
川口市立医療センター新生児集中治療科　伊藤　一之　他

9：00〜9：50
一般演題（口演）「腫瘍-1」

座長：大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学　古山　将康
東海大学産婦人科　池田　仁惠

O-121	 「前置胎盤に対する産褥子宮全摘術後の病理組織検査で子宮体癌が判明した1例」	大阪大学産婦人科　塩見　真由　他
O-122	 「卵巣悪性腫瘍合併妊娠に化学療法を施行した一例」	 愛仁会千船病院　松原　　萌　他
O-123	 「ダグラス窩腫瘍を妊娠29週に経腟的針生検し，高異型度漿液性腺癌と診断したVPシャント留置症例」

姫路赤十字病院　中澤　浩志　他
O-124	 「凍結融解胚移植後，妊娠初期の大量腹水貯留を認め，診断に苦慮した進行胃癌の1例」

大阪医科大学産婦人科　芦原　敬允　他
O-125	 「妊娠中に化学療法を施行した乳癌合併妊娠の1例」	 東北大学病院産婦人科　湊　　敬廣　他
O-126	 「転移性骨腫瘍により脊髄圧迫を来した妊娠関連乳癌の1例」	 さいたま市立病院産婦人科　遠藤　豊英　他

9：50〜10：40
一般演題（口演）「腫瘍-2」

座長：近畿大学産科婦人科学教室　松村　謙臣
横浜市立大学医学部産婦人科　宮城　悦子

O-127	 「妊婦に対する子宮頸部細胞診におけるブラシ使用の安全性と有用性」	 札幌医科大学産科周産期科　石岡　伸一　他
O-128	 「二度の子宮頸部円錐切除術後に正常経腟分娩に至った一例」	 桐生厚生総合病院産婦人科　鏡　　一成　他
O-129	 「産褥6 ヶ月までに子宮頸部円錐切除術を施行した子宮頸部腫瘍合併妊娠の検討」

東京女子医科大学産婦人科学講座　菅野　俊幸　他
O-130	 「当院における円錐切除後妊娠に対して頸管縫縮術を施行した症例の検討」

岩手県立二戸病院産婦人科　千田　英之　他
O-131	 「母児の予後に着目した子宮頸癌合併妊娠についての調査」	 名古屋大学医学部産婦人科　飯谷友佳子　他
O-132	 「妊娠中の広汎子宮頸部摘出術が母児に与える影響」	 新潟大学産婦人科　五日市美奈　他

10：40〜11：40
一般演題（口演）「合併症妊娠の管理と妊孕性」

座長：川崎医科大学産婦人科学1　下屋浩一郎
東京医科大学病院産科婦人科学分野　伊東　宏絵

O-133	 「フィブリノゲン遺伝子多型Thr331Ala合併妊娠の周産期予後に関する検討」	 三重大学産婦人科　奥村　亜純　他
O-134	 「当院における妊娠中頸管ポリープを切除した70例の妊娠予後について」	 八戸市立市民病院　末永香緒里　他
O-135	 「妊娠初期の卵巣腫瘍合併妊娠に対する，腹腔鏡補助下卵巣腫瘍核出術の検討」

自治医科大学さいたま医療センター周産期母子医療センター　木村あずさ　他
O-136	 「当院における部分胞状奇胎の診断精度に関する検証」	 総合母子保健センター愛育病院　大井　理恵　他
O-137	 「産科出血に対する子宮動脈塞栓術後の妊孕性に関する検討」	 豊橋市民病院産婦人科　河合　要介　他
O-138	 「卵管妊娠に対するメトトレキサート全身投与後の次回妊娠転帰について」

独立行政法人国立病院機構京都医療センター　高倉　賢人　他
O-139	 「体外受精による妊娠の周産期予後についての検討」	 杏林大学医学部付属病院総合研修センター　尾坂　　真　他

1日目　7月8日（日）
第10会場　G602　［6F］
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15：00〜16：00
一般演題（口演）「前期破水」

座長：国立病院機構佐賀病院産婦人科　野見山　亮
筑波大学医学医療系総合周産期医学　小畠　真奈

O-140	 「当院における妊娠22週未満での前期破水症例の検討」	 姫路赤十字病院　西田　友美　他
O-141	 「当院における妊娠26週未満の前期破水症例の検討」	

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター産婦人科　吉田　瑞穂　他
O-142	 「前期破水（妊娠28週未満）に対する当院管理の検討」	 亀田メディカルセンター　末光　徳匡　他
O-143	 「当院における妊娠34週以降のlate	preterm	PROM症例の検討」

神戸市立医療センター中央市民病院　小山瑠梨子　他
O-144	 「妊娠28週未満の早産期前期破水妊婦において，腟内ウレアプラズマは絨毛膜羊膜炎の発生に関連する」

自治医科大学産婦人科　新井　良子　他
O-145	 「当院における妊娠28週未満前期破水症例の胎盤病理組織所見に対する後方視的検討」

独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院産科　中原万里子　他
O-146	 「Preterm	PROMにおける組織学的絨毛膜羊膜炎の予測に関する検討」

独立行政法人地域医療機能推進機構船橋中央病院産科　中原万里子　他

16：00〜17：00
一般演題（口演）「胎盤・羊水」

座長：宮崎大学産婦人科　古川　誠志
東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科　高島　明子

O-147	 「血流を伴う妊娠組織遺残に対する子宮内容除去術の治療成績」	 千葉大学産婦人科　佐藤明日香　他
O-148	 「中期中絶後に生じた子宮内血管病変からの一時的止血にバルン圧迫術が奏功した1例」

千葉大学医学部附属病院周産期母性科　岡山　　潤　他
O-149	 「妊娠22週未満のretained	products	of	conception（RPOC）に対する待機療法」	 京都大学産婦人科　下仲　慎平　他
O-150	 「血流著明な絨毛遺残に対して最大ラミナリア法を適用した1例：動脈塞栓術回避への戦略」

千葉大学産婦人科　碓井　宏和　他
O-151	 「緊急対応を必要とする胎盤遺残のリスク因子の検討」	 日本医科大学産婦人科　市川　智子　他
O-152	 「巨大絨毛膜下血腫を合併した双胎分娩後に胎盤ポリープを発症し，子宮動脈塞栓術を施行した一例」

京都第一赤十字病院　山口菜津子　他
O-153	 「胎盤が付着したuterine	synechiaの1例」	 兵庫県立尼崎総合医療センター　奥立みなみ　他

17：00〜18：00
一般演題（口演）「胎児付属物の異常と仮性動脈瘤」

座長：国立病院機構岡山医療センター産婦人科　多田　克彦
香川県立中央病院産婦人科　高田　雅代

O-154	 「妊娠中に増大した羊膜下血腫の1例」	 五島中央病院　村上　優子　他
O-155	 「羊水過多症に巨大絨毛膜下血腫を合併した1例」	 川口市立医療センター産婦人科　田中　昌哉　他
O-156	 「分娩前に原因の特定に至らなかった羊水過多の2症例」	 大津赤十字病院産婦人科　李　　泰文　他
O-157	 「遊走血管が多分岐した卵膜付着前置血管の一例」	 昭和大学横浜市北部病院産婦人科　奥山亜由美　他
O-158	 「当院で管理した前置血管15例の検討」	 大阪市立大学女性生涯医学　末包　智紀　他
O-159	 「当院において経験した子宮仮性動脈瘤3例の検討」	 八戸市立市民病院産婦人科　高橋　　新　他
O-160	 「帝王切開術後に大量性器出血を認めた子宮仮性動脈瘤2例の検討」

独立行政法人国立病院機構埼玉病院　長谷川慶太　他

9：00〜9：50
一般演題（口演）「合併症妊娠-1」

座長：久留米大学医学部産科婦人科学講座　吉里　俊幸
四国こどもとおとなの医療センター総合周産期母子医療センター　近藤　朱音

O-161	 「妊娠23週にStanford	B型の急性大動脈解離を生じたMarfan症候群の1例」
国立循環器病研究センター　小西　　妙　他

1日目　7月8日（日）
第11会場　セミナー室1　［B2F］
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O-162	 「二弁機械弁置換術，上行大動脈解離の既往を有するMarfan症候群合併妊娠の一例」
国立循環器病研究センター周産期・婦人科　中島　文香　他

O-163	 「妊娠20週に急性大動脈解離，大動脈弁輪拡張症を発症し母児ともに救命し得たMarfan症候群の一例」
広島市立広島市民病院　森川　恵司　他

O-164	 「当院におけるMarfan症候群合併妊娠の妊娠中・産褥期急性大動脈解離予測についての検討」
国立循環器病研究センター　釣谷　充弘　他

O-165	 「重症肺高血圧症合併妊娠の1例」	 福島県立医科大学産科婦人科　鈴木　　聡　他
O-166	 「突発性肺高血圧症を発症した妊婦に対し無痛分娩で生児を得るも母体救命できなかった1例」

SUBARU健康保険組合太田記念病院　篠崎　　悠　他

9：50〜10：40
一般演題（口演）「合併症妊娠-2」

座長：医療法人エルム女性クリニック産婦人科　佐藤　孝平
別府医療センター産婦人科　穴見　　愛

O-167	 「MEN2型合併妊娠の1例」	 竹田綜合病院産婦人科　大越　千弘　他
O-168	 「高血圧，多飲で発症し，解離性転換性障害合併のため診断に苦慮したCushing症候群合併妊娠の1例」

山形県立新庄病院産婦人科　深瀬　実加　他
O-169	 「妊娠糖尿病管理中に四肢脱力発作を呈したCushing症候群合併妊娠の1例」

慶應義塾大学医学部産婦人科学教室　高橋　美央　他
O-170	 「潜在性甲状腺機能低下症における周産期異常」	 都立大塚病院検査科　有澤　正義　　
O-171	 「妊娠中にBasedow病が増悪し甲状腺全摘術を施行した一例」	 富山大学附属病院産婦人科　古田　　惇　他
O-172	 「油性ヨード造影剤による子宮卵管造影検査（HSG）後の妊娠で羊水過多を伴う胎児甲状腺腫を認めた3妊娠例」

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター母性内科　岡崎　有香　他

10：40〜11：40
一般演題（口演）「合併症妊娠-3」

座長：国立循環器病研究センター周産期・婦人科　吉松　　淳
名古屋市立大学産婦人科学　熊谷　恭子

O-173	 「肥大型心筋症を持つ女性の妊娠・出産」	 榊原記念病院産婦人科　桂木　真司　他
O-174	 「心血管疾患に関連した妊産婦死亡の死亡時期と死亡原因の関係」	 妊産婦死亡症例検討評価委員会　田中　博明　他
O-175	 「Fontan術後妊娠の周産期転帰に関する検討」	 九州大学病院産科婦人科　森田　　葵　他
O-176	 「妊娠を契機に発見された先天性二尖弁による大動脈弁狭窄患者の妊娠出産管理」

さいたま市立病院　横田めぐみ　他
O-177	 「当院で管理した先天性QT延長症候群合併妊娠」	 愛媛大学産婦人科　吉田　文香　他
O-178	 「分娩後の心不全を契機に発見された大動脈四尖弁の一例」

国家公務員共済組合連合会東北公済病院産婦人科　西澤　圭織　他
O-179	 「妊娠後期に治療困難な心房頻拍を発症した一例」	 長崎大学産婦人科　小松菜穂子　他

15：30〜16：30
一般演題（ポスター）「統計・疫学」

座長：大原記念倉敷中央医療機構臨床研究支援センター　徳増　裕宣
長野県立こども病院総合周産期母子医療センター新生児科　小久保雅代

P-001	 「当院における出生体重500g未満児の臨床的検討」
和歌山県立医科大学総合周産期母子医療センター NICU　津野　嘉伸　他

P-002	 「当院NICUにおける過去10年間の死亡退院症例の検討」	 東京都立墨東病院　設楽　佳彦　他
P-003	 「新生児期に治療介入を要する先天性疾患の院内出生例と院外出生例の予後」

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター新生児科　小泉　正人　他
P-004	 「当院NICUに入院した墜落産児のまとめ」	 埼玉医科大学総合医療センター新生児科　山本　　慧　他
P-005	 「呼吸障害により新生児管理および搬送を要した症例についての検討」

医療法人明珠会札幌白石産科婦人科病院　武田　智幸　他
P-006	 「当院NICUにおける母体搬送，転入・転出と医療連携」	 日本医科大学武蔵小杉病院新生児内科　松川　昇平　他

1日目　7月8日（日）
ポスター会場　ホールE　［B2F］
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P-007	 「当院NICU退院後における訪問診療所と連携した在宅医療の現状」	 都立墨東病院新生児科　近藤雅楽子　他
P-008	 「産科退院後に当院小児科に入院した新生児症例の分析」	 田川市立病院小児科　倉田　浩昭　他
P-009	 「新生児科医師の勤務状況と医師育成・供給に関するアンケート結果」

日本新生児成育医学会診療委員会　網塚　貴介　他

15：30〜16：30
一般演題（ポスター）「呼吸」

座長：葛飾赤十字産院小児科　熊坂　　栄
東京都立小児総合医療センター新生児科　髙山千雅子

P-010	 「新生児一過性多呼吸の観点からの，当院における妊娠37週での選択的帝王切開術の妥当性」
社会医療法人愛仁会千船病院小児科　岩田　康平　他

P-011	 「慢性肺疾患の分類による肺機能検査の検討」	 東京医科大学小児科学分野　菅波　佑介　他
P-012	 「出生体重750g未満の児における挿管チューブの深さ」	 茨城県立こども病院　竹内　秀輔　他
P-013	 「当院でのハイフローセラピーの使用状況と課題」

大分県立病院総合周産期母子医療センター新生児内科　赤石　睦美　他
P-014	 「母体血吸引症候群の一例」	 JA秋田厚生連平鹿総合病院小児科　永野　篤子　他
P-015	 「哺乳不良をきっかけに中咽頭の有毛性ポリープの診断に至った一例」	 亀田総合病院　白勢　悠記　他
P-016	 「閉塞性呼吸障害を呈した両側性先天性鼻涙管嚢胞の一例」	 大津赤十字病院新生児科　内山　　環　他
P-017	 「気道管理に難渋した頚部・縦隔巨大リンパ管腫の一例」

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター新生児科　上原　陽治　他
P-018	 「大きな欠損孔を有する先天性横隔膜ヘルニアに対しnon-invasive（NIV）NAVAが有効であった一例」

旭川医科大学周産母子センター NICU　浅井　洋子　他
P-019	 「経口Prostaglandin	E1製剤を使用し，High	Flow	Nasal	Cannulaでの在宅医療に移行した18トリソミーの1例」

名古屋第二赤十字病院小児科　長柄　俊佑　他

16：30〜17：30
一般演題（ポスター）「先天異常・染色体・遺伝-1」

座長：獨協医科大学小児科　鈴村　　宏
名古屋市立西部医療センター小児科　横井　暁子

P-020	 「Bednar's	apthaeの発生頻度に関する報告」	新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター　鈴木　　亮　他
P-021	 「腸回転異常症を合併したBeals症候群の1例」	 慶應義塾大学病院小児科学教室　関　　芳子　他
P-022	 「先天性十二指腸閉鎖を合併したalveolar	capillary	dysplasiaの1例」	 静岡県立こども病院新生児科　浅沼　賀洋　他
P-023	 「進行性の上気道狭窄症状から舌根部甲状舌管嚢胞と診断したWolf-Hirschhorn症候群の2か月乳児例」

愛知医科大学病院周産期母子医療センター　市村信太郎　他
P-024	 「剖検で先天性肺リンパ管拡張症と診断した一例」	 半田市立半田病院小児科　五十里　東　他
P-025	 「Diamond-Blackfan貧血（DBA）を合併した先天性無鼻症の1例」

熊本大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター　南谷　曜平　他
P-026	 「肺葉外分画症に合併した先天性乳び胸が分画肺切除により改善した一例」

長野県立こども病院新生児科　林　　辰司　他
P-027	 「胎児期に心筋肥厚を認め，予後不良な経過をたどったNoonan症候群の1例」	 宮崎大学産婦人科　紀　　愛美　他
P-028	 「鼻前庭および口腔内に腫瘤を呈しPai症候群が疑われた1例」	 国立病院機構甲府病院小児科　勝又　庸行　他
P-029	 「2歳半まで発育発達フォローをしているKagami-Ogata症候群の一例」	 和歌山県立医科大学小児科　吉原　知里　他

15：30〜16：30
一般演題（ポスター）「循環-1」

座長：兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児内科　芳本　誠司
沖縄県立南部医療センターこども医療センター新生児内科　大庭　千明

P-030	 「新生児期に発症した器質的心疾患のない頻脈性不整脈の検討」
日本赤十字社医療センター新生児科　山田　浩之　他

P-031	 「当院における抗SS-A抗体陽性母体から出生した児の短期予後関連因子の検討」
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　下地　良和　他

P-032	 「NT-proBNPの経時的変化と未熟児動脈管開存症」	 神奈川県立こども医療センター　岸上　　真　他
P-033	 「妊娠中の高カカオポリフェノールチョコレート摂取が原因と考えられた胎児動脈管早期閉鎖の新生児例」

さいたま市立病院周産期母子医療センター新生児内科　堀江　裕子　他
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P-034	 「頻回のアセリオ投与された母体より出生した，動脈管早期閉鎖を疑う女児の一例」
岐阜県総合医療センター　田中　秀門　他

P-035	 「完全内臓逆位に合併した完全大血管転移症の1例」	 葛飾赤十字産院小児科　築野　香苗　他
P-036	 「新生児期に手術介入を避けられた重症Ebstein奇形の3例」	 日本赤十字社医療センター新生児科　中井　亮佑　他
P-037	 「重症Ebstein奇形を合併したDown症候群の臨床経過」

島根大学医学部附属病院周産期母子医療センター　柴田　直昭　他
P-038	 「当院NICUでの膜型人工心肺の使用経験」	 聖マリアンナ医科大学新生児科　桜井　研三　他

16：30〜17：30
一般演題（ポスター）「循環-2」

座長：日本赤十字社医療センター新生児科　中尾　　厚
済生会横浜市東部病院こどもセンター新生児科　中村久理子

P-039	 「一絨毛膜二羊膜（MD）双胎における臍帯血BNP値と周産期因子・出生後管理に関する検討」
大阪市立総合医療センター新生児科　松村　寿子　他

P-040	 「当科に入院したlate	preterm，termの新生児におけるトロポニンI（TnI）値の検討」
埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　西岡真樹子　他

P-041	 「当院での22-25週の超早産児へのNO吸入療法の臨床像の検討」
横浜市立大学附属市民総合医療センター　平石のぞみ　他

P-042	 「新生児慢性肺疾患に伴う肺高血圧症に対してNasal	CPAP下によるNO吸入療法が有効であった一例」
富山大学附属病院小児科　長岡　貢秀　他

P-043	 「新生児慢性肺疾患に伴う肺高血圧の管理：遠隔期に心臓カテーテル検査を行った5例の後方視的検討」
三重大学医学部医学系研究科小児科学　北村　創矢　他

P-044	 「胎児超音波検査を用いて娩出時期を決定した胎盤血管腫による胎児心不全の1例」
岡崎市民病院小児科　松沢　　要　他

P-045	 「演題名：先天性肺動脈血栓症に対し，アンチトロンビン製剤が有効であった早産児例」
山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター新生児科　長谷部洋平　他

P-046	 「超早産児急性期管理中の血圧変動と電気的心臓測定値の関連」	 県立広島病院新生児科　内海　孝法　他
P-047	 「超低出生体重児における内大脳静脈の血流波形変化と循環動態の関連」

福岡市立こども病院新生児科　島　　貴史　他

15：30〜16：30
一般演題（ポスター）「合併症妊娠-1」

座長：順天堂大学医学部附属静岡病院産婦人科　田中　利隆
公益社団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院産婦人科　清川　　晶

P-048	 「妊娠中の脳出血により診断したもやもや病合併妊娠の1例」	 一宮市立市民病院産婦人科　水野　克彦　他
P-049	 「分娩時に頭蓋内出血を発症したもやもや病の1例」	 秋田赤十字病院産科　細谷　直子　他
P-050	 「妊娠中に脳動静脈奇形破裂による脳内出血を来し，緊急帝王切開術及び脳外科手術を行った一例」

市立豊中病院　中島　伶奈　他
P-051	 「妊娠中期に脳静脈洞血栓症を発症し，抗凝固療法を行っている過程で再発を認めた1例」

別府医療センター　穴見　　愛　　
P-052	 「妊娠中に発見された全身の多発動脈瘤合併妊娠の一例」	 名古屋第一赤十字病院産婦人科　柵木　善旭　他
P-053	 「高血圧合併妊娠から急性Stanford	A型大動脈解離を発症したと考えられる推定28週未受診妊婦の一例」

山形大学医学部産婦人科　杉山　晶子　他
P-054	 「心停止で発症し救命できた多発冠動脈解離の1例」	 県民健康プラザ鹿屋医療センター　折田　有史　　
P-055	 「妊娠中に痙攣重積発作をきたし緊急帝王切開術を行った，てんかん合併妊娠の1例」	市立豊中病院　中村　千栄　他
P-056	 「胎仔期抗てんかん薬曝露によって誘導される異所性ニューロン新生は成体マウスのけいれん感受性を亢進する」

九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学　坂井　淳彦　他
P-057	 「妊娠・授乳と薬に関する相談　向精神薬服用症例の特徴」

国立成育医療研究センター妊娠と薬情報センター　藤岡　　泉　他
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16：30〜17：30
一般演題（ポスター）「合併症妊娠-2」

座長：福井県立大学看護福祉学部社会福祉学科　西島　浩二
大津赤十字病院産婦人科　金　　共子

P-058	 「当院における40歳以上高齢妊婦の分娩転帰の検討」	 防衛医科大学校病院産婦人科　濱口　大志　他
P-059	 「当院における高齢妊娠の予後に関する後方視的検討」	 防衛医科大学校病院産婦人科　夏山　貴博　他
P-060	 「当院での母体搬送症例におけるハイリスク妊婦症例に関する検討」	 りんくう総合医療センター　繁田　直哉　他
P-061	 「当院におけるRobson	Ten	Group	Classification	Systemを用いた帝王切開率の検討」

東京医科大学産科婦人科学分野　山中　紋奈　他
P-062	 「子宮動脈塞栓術後の15妊娠の臨床的検討」	 山梨大学医学部産婦人科　小川　達之　他
P-063	 「周産期心筋症罹患後再妊娠の1例」	 榊原記念病院　中尾　真大　他
P-064	 「利尿剤の副作用により周産期管理に難渋した拘束型心筋症合併妊娠の一例」

国立循環器病研究センター　村山　結美　他
P-065	 「妊娠高血圧腎症，常位胎盤早期剥離の疑いにて母体搬送となったが，後に周産期心筋症の診断となった1例」

岐阜県立多治見病院産婦人科　篠根　早苗　他
P-066	 「当院における過去10年間に発症した周産期肺水腫の後方視的検討」

大阪大学医学部附属病院産婦人科　志村　寛子　他

15：30〜16：30
一般演題（ポスター）「合併症妊娠-3」

座長：東千葉メディカルセンター産婦人科　種元　智洋
県立広島病院産科婦人科　児玉　美穂

P-067	 「子宮頸管妊娠に対してMTX局注療法を行った症例の検討」	 東京医科大学産婦人科　林　　茂空　他
P-068	 「進行流産後に腹腔妊娠を認めた自然排卵周期による子宮内外同時妊娠の1例」

筑波学園病院産婦人科　細川　義彦　他
P-069	 「妊娠22週で子宮破裂した腹腔鏡下卵管間質部切除後妊娠」	 秋田赤十字病院産科　小野寺洋平　他
P-070	 「妊娠初期に診断に至り，慎重な周産期管理により妊娠継続しえた子宮角部妊娠の1例」

慶應義塾大学医学部産婦人科学教室　佐藤　　佑　他
P-071	 「卵管角部妊娠および陥入胎盤に対し，子宮体部圧迫縫合法を応用し子宮温存し得た1例」

岐阜県立多治見病院産婦人科　中村　浩美　他
P-072	 「妊娠24週で生児を得た胎児共存奇胎の1例」	 山梨県立中央病院産科　安田　元己　他
P-073	 「子宮内容物除去術後のSSI予防に対する経口抗菌薬CDTR-PIとCEXの有効性の検討」

東京ベイ・浦安市川医療センター　宮原由香里　他
P-074	 「待機的管理をした慢性早期剥離の1例」	 さいたま赤十字病院産婦人科　川合　貴幸　他
P-075	 「中心静脈栄養を要する重症妊娠悪阻に対してオランザピンが奏功した一例」	 岡山済生会総合病院　兼森　美帆　他
P-076	 「妊娠19週で腟壁外傷をきたし，その後経過良好となった症例」	 大阪警察病院産婦人科　手向　麻衣　他

16：30〜17：30
一般演題（ポスター）「合併症妊娠-4」

座長：高知医療センター産婦人科　林　　和俊
千葉市立海浜病院産科　中崎　裕夏

P-077	 「帝王切開瘢痕部の瘻孔に対し閉鎖術を施行した一例」	 越谷市立病院産婦人科　石黒　共人　他
P-078	 「帝王切開瘢痕部妊娠におけるMTX単回局注療法の成績」	 自治医科大学附属病院産婦人科　佐野　実穂　他
P-079	 「子宮内容除去後に帝王切開瘢痕部妊娠と診断し，腹腔鏡下単純子宮全摘術を施行した1例」

旭川厚生病院　岩城久留美　他
P-080	 「既往帝王切開妊娠の稽留流産に流産手術施行後11日目に大量性器出血にて来院した1例」

岐阜県立多治見病院　柘植　志織　他
P-081	 「当科で経験した帝王切開瘢痕部妊娠と頸管妊娠」	 日本赤十字社和歌山医療センター　日野　麻世　他
P-082	 「帝王切開瘢痕部妊娠治療後，妊娠・分娩に至った一例」	 一宮市立市民病院産婦人科　上原　有貴　他
P-083	 「帝王切開瘢痕部憩室に対し子宮形成術を施行後に妊娠・出産に至った2例」	 済生会吹田病院　長谷川綾乃　他
P-084	 「妊娠20週で巨大羊膜下血腫を生じた帝王切開瘢痕部妊娠減胎術後の一例」

名古屋市立西部医療センター産婦人科　松浦　綾乃　他
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15：30〜16：30
一般演題（ポスター）「早産-1」

座長：茅ヶ崎市立病院産婦人科　青木　宏明
神戸大学産婦人科　森實真由美

P-085	 「総合周産期母子医療センターにおける早産の予知と予防に向けた取り組み」
名古屋第二赤十字病院産婦人科　佐々木裕子　他

P-086	 「当院における妊娠22週での分娩10例とその予後」	 愛染橋病院　鈴木　陽介　他
P-087	 「リトドリン塩酸塩注射製剤の先発医薬品と後発医薬品における有害事象と周産期予後に関する比較検討」

旭川医科大学産婦人科　早坂　美紗　他
P-088	 「当院での切迫早産治療　子宮収縮抑制剤短期投与導入前後の治療成績検討」

大阪市立総合医療センター　西本　幸代　他
P-089	 「リトドリン塩酸塩投与中に発症した心房細動合併妊娠」	 京都大学医学部附属病院産科婦人科　加藤　爽子　他
P-090	 「塩酸リトドリンが新生児低血糖に及ぼす影響の検討」	 中通総合病院産婦人科　佐藤　　惠　他
P-091	 「β刺激薬の長期投与により心機能低下を来したと考えられた早産児の1例」

長岡中央綜合病院産婦人科　松本　賢典　他
P-092	 「後期流産・早産既往のある妊婦に対するヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル250mg毎週投与の経験」

石巻赤十字病院産婦人科　佐々木　恵　他
P-093	 「切迫早産症例における出生前母体ステロイド投与のタイミングに関する検討」

さいたま赤十字病院産婦人科　高橋　泰洋　他
P-094	 「当院における分娩前母体ステロイド投与と新生児呼吸障害」	 昭和大学医学部産婦人科学講座　後藤未奈子　他

16：30〜17：30
一般演題（ポスター）「早産-2」

座長：富山大学産科婦人科　米田　　哲
霞ヶ浦医療センター産婦人科　永井　優子

P-095	 「Galectin-3を標的とした早産の予測・診断マーカーの開発研究」	 広島大学病院産科婦人科　占部　　智　他
P-096	 「羊水分析と新生児感染・組織学的絨毛膜羊膜炎・臍帯炎との関連についての検討」

福岡大学産婦人科　井槌　大介　他
P-097	 「頸管縫縮術の効用について，当院症例の後方視的検討」	 公立豊岡病院組合立豊岡病院産婦人科　小原　　勉　他
P-098	 「当院における緊急頸管縫縮術（rescue	cerclage）の成績」	 静岡県立こども病院周産期センター産科　太田　好穂　他
P-099	 「子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ陽性切迫早産患者に対する生理食塩水による腟洗浄の検討」

順天堂大学医学部附属練馬病院産婦人科　松澤　奈々　他
P-100	 「妊娠初期に頸管ポリープを認めた症例の臨床的検討」	 市立札幌病院産婦人科　平山　恵美　他
P-101	 「当科で管理した脱落膜ポリープ合併妊娠の8例」	 大阪市立大学産婦人科　札場　　恵　他
P-102	 「妊娠高血圧症候群を発症した母から出生した早産児は果たして予後不良か？」

名古屋大学産婦人科　牛田　貴文　他
P-103	 「選択的帝王切開の至適施行時期の検討〜Early	termからFull	termへの変更は妥当か〜」

函館中央病院産婦人科　中陳　哲也　他
P-104	 「早産期帝王切開術における母体出血量の検討」

横浜市立大学附属市民総合医療センター総合周産期母子医療センター　木野　民奈　他

15：30〜16：30
一般演題（ポスター）「TORCHと偶発合併症妊娠」

座長：大阪市立大学産婦人科　橘　　大介
川崎市立川崎病院産婦人科　金　　善惠

P-105	 「三重県における妊婦サイトメガロウイルス抗体スクリーニングのプロトコールの改定」
三重大学産婦人科　島田　京子　他

P-106	 「トキソプラズマ妊婦スクリーニングの前向きコホート研究」	 神戸大学産科婦人科　内田　明子　他
P-107	 「当院での過去4年間における梅毒合併妊娠8例の検討」	 東京都立大塚病院産婦人科　辻　　　満　他
P-108	 「新生児ヘルペス母子感染既往のある妊婦の分娩方法について」	 中頭病院　比村美代子　他
P-109	 「母児間輸血症候群3例の比較検討」	 旭川厚生病院産婦人科　箱山　聖子　他
P-110	 「切迫早産，肝機能障害の管理中に妊娠性肝内胆汁うっ滞を認めた一例」

東京女子医科大学東医療センター　橋本　和法　他
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P-111	 「第二子妊娠中にオピオイド減量が可能であった線維筋痛症合併妊娠の一例」	 長野赤十字病院　牧　　瑛子　他
P-112	 「大動脈炎症候群合併妊娠の1例」	 大分大学医学部産婦人科　佐藤　初美　他
P-113	 「血管性浮腫を伴うコリン性蕁麻疹合併妊娠の周産期管理」

北里大学病院周産母子成育医療センター　中金　朗子　他
P-114	 「治療に難渋した膿疱性乾癬合併妊娠の一例」	 伊勢赤十字病院産婦人科　紀平　知久　他

16：30〜17：30
一般演題（ポスター）「感染・免疫-1」

座長：東北大学周産母子センター　西郡　秀和
長岡赤十字病院産婦人科　安田　雅子

P-115	 「妊娠中に絞扼性イレウスを発症し，敗血症ショックにより子宮内胎児死亡をおこした一例」
済生会山形済生病院産婦人科　山内　敬子　他

P-116	 「妊娠中に細菌性髄膜炎と感染性心内膜炎を発症した1例」	 岡崎市民病院　田口結加里　他
P-117	 「常位胎盤早期剥離に対する緊急帝王切開術後に新生児死亡し劇症分娩型A群レンサ球菌感染症が疑われた一例」

市立豊中病院　鶴長香南子　他
P-118	 「妊娠中期に劇症型A群β溶血性連鎖球菌感染症を発症するも救命・妊娠継続し得た1例」

京都第一赤十字病院　大久保智治　他
P-119	 「早産に対する帝王切開術後にMycoplsma	hominis,	Ureaplasma	urealyticumによる腹膜炎を来した1例」

大阪急性期・総合医療センター　神田　瑞希　他
P-120	 「虫垂炎合併妊娠の一例」	 福山医療センター産婦人科　田中　梓菜　他
P-121	 「妊娠毎に一過性脂質異常症を繰り返し，急性膵炎を発症した1例」

独立行政法人国立病院機構九州医療センター産科・婦人科　原　枝美子　他
P-122	 「妊娠37週に高トリグリセライド血症を伴う重症急性膵炎を発症した1例」

三重県立総合医療センター産婦人科　脇坂　太貴　他

15：30〜16：30
一般演題（ポスター）「胎児診断-1」

座長：信州大学産婦人科　菊地　範彦
東京医科歯科大学小児・周産期地域医療学講座　江川真希子

P-123	 「当院で半球間裂嚢胞と胎児診断した4例についての検討」	 東京都立多摩総合医療センター　松田美奈子　他
P-124	 「胎児巨大くも膜嚢胞の2例」	 広島市民病院産婦人科　築澤　良亮　他
P-125	 「慎重な管理により正期産児を得た胎児腹腔内臍静脈瘤の2例」	 製鉄記念室蘭病院産婦人科　高田さくら　他
P-126	 「妊娠31週に腸管拡張を認め慎重な管理を行い妊娠32週で娩出した腹壁破裂の一例」

広島市立広島市民病院産婦人科　秋山　拓也　他
P-127	 「出生前診断に複数回の超音波検査を要した胎児腸管重複症の一例」

東京都立多摩総合医療センター　羅　ことい　他
P-128	 「胎児期より腹腔内嚢胞を指摘され，出生3日目に小腸軸捻転を来した消化管重複症の一例」

富士宮市立病院産婦人科　竹原　　啓　他
P-129	 「出生後に遺伝子検査にて中枢性低換気症候群と診断された羊水過多症の1例」

愛媛県立中央病院産婦人科　森　　美妃　他
P-130	 「胎児期に巨大膀胱を認めたHirschsprung病の1症例」	 関西医科大学産婦人科　黒田　優美　他
P-131	 「臍帯嚢胞から尿膜管遺残を出生前診断し得た一例」	 愛媛県立中央病院産婦人科　加藤　宏章　他
P-132	 「臍帯嚢胞で発見され，臍帯浮腫を伴った尿膜管遺残の1症例」	 兵庫県立こども病院　森下　　紀　他
	 	
16：30〜17：30
一般演題（ポスター）「胎児診断-2」

座長：東京大学女性診療科・産科　入山　高行
山梨県立中央病院総合周産期医療センター産科　笠井真祐子

P-133	 「臍帯長と胎動数の関連についての研究」	 帝京大学産婦人科　鎌田　英男　他
P-134	 「子宮内胎児死亡となった先天性心疾患症例の検討」	 国立循環器病研究センター周産期・婦人科　堀内　　縁　他
P-135	 「出生前未診断で当院にて集中治療を要した重症先天性心疾患症例の検討」

京都府立医科大学小児科　山口美穂子　他
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P-136	 「完全大血管転位における経カテーテル的バルーン心房中隔裂開術の必要性予測因子の検討」
国立循環器病研究センター周産期・婦人科　塩野入　規　他

P-137	 「出生後に高度気管狭窄症状を呈した左肺動脈右肺動脈起始（PA	sling）の一例」
徳島大学病院産科婦人科　武田明日香　他

P-138	 「当院における胎児水腫の出生前の管理と予後についての検討」	 新潟大学産科婦人科学教室　明石絵里菜　他
P-139	 「妊娠初期に胎児水腫と診断その後軽快し，妊娠継続した4例の周産期予後について」

愛媛大学産婦人科　松原　裕子　他
P-140	 「胎児仙尾部奇形腫の妊娠経過中に胎児水腫・母体心不全兆候を認めたため妊娠21週で中期中絶を行った1例」

石川県立中央病院産婦人科　桑原　陽祐　他
P-141	 「胎児期に著明な羊水過多と胸水貯留，胎児水腫を来した，先天性肺リンパ管拡張症の一例」

君津中央病院産婦人科　藤田　久子　他
P-142	 「赤芽球癆を合併した母体より出生した羊水過多を伴う先天性無鼻症の一例」

熊本大学大学院生命科学研究部産婦人科学　下川　理沙　他
P-143	 「妊娠第2三半期に突然羊水過小を来たし，人工羊水注入後の超音波検査により多発奇形の胎児診断に至った一例」

公立豊岡病院　鈴木　　悠　他

2日目　7月9日（月）
第1会場　ホールC

8：40〜9：40
シンポジウム3　基調講演　 　 産P  （8：40〜11：40受講にて付与）

「Prediction and prevention of preterm birth using cervical length screening」
座長：昭和大学江東豊洲病院周産期センター　大槻　克文

演者：Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University, USA　Vincenzo Berghella

9：40〜11：40
シンポジウム3

「早産-1　Network Medicine　早産予防研究−頸管長短縮・頸管無力症への新たな挑戦」
座長：独立行政法人地域医療機能推進機構三島総合病院　松田　義雄

東京女子医科大学産婦人科　小川　正樹
1．	「切迫早産有症状／無症状別，子宮頸管長別の，早産発生率（＜ 35週），及び早期娩出率（＜ 7日）
　　	：多施設共同後向きコホート研究−PLASH-1	study−／ A	multicenter	retrospective	cohort	STUDY	in	women	with	

threatened	abortion	and/or	Preterm	LAbor	for	revealing	the	association	between	the	severity	of	SHort	cervix	and	
pregnancy	outcomes:	PLASH-1	STUDY」	 自治医科大学産科婦人科　堀江　健司　他

2．「頸管長短縮症例に対して経腟的プロゲステロン療法は奏効するのか？〜海外臨床試験と分子メカニズムからの検証／
　　	Is	vaginal	progesterone	supplementation	beneficial	for	women	with	shortening	cervix?	〜Verification	from	overseas	

clinical	trials	and	molecular	mechanism」	 日本医科大学産婦人科　桑原　慶充　　
3．「	頸管短縮切迫早産に対するプロゲステロン療法の普及を目指して／ Randomized	control	study	of	preventive	

progesterone	use	in	short	cervix:	An	attempt	to	promote	vaginal	progesterone	therapy	in	Japan」
	 総合母子保健センター愛育病院産婦人科　大井　理恵　　
4．「子宮頸管ペッサリー：切迫早産治療における現在の試み／ Cervical	pessary：It's	use	and	clinical	trial	in	Japan」

名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科　熊谷　恭子　他

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 6

13：20〜15：20
シンポジウム4　 産・小P

「早産-2　Inter-Professional Network　後期早産，早期正期産の戦略」
座長：東海大学医学部専門診療学系産婦人科　石本　人士

日本大学小児科学系小児科学分野　細野　茂春
1．「早期正期産を減らすために産科医ができること：反復帝王切開の時期選定に関する検討」

大阪母子医療センター産科　林　　周作　　
2．「INSUREメソッドによる呼吸窮迫症候群の呼吸管理戦略」	 千葉大学医学部附属病院周産母子センター　大曽根義輝　　

2日目　7月9日（月）
第1会場　ホールC　［4F］
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3．	「我が国における後期早産児の新生児呼吸障害発症に関する産科管理のエビデンスの確立を目指して
　　：国立病院機構成育医療ネットワーク研究の試み」	 長崎医療センター産婦人科　菅　　幸恵　　
4．「在胎37週，38週の早期正期産児（early	term児）の臨床的検討〜自験例を中心に〜」

東京都立大塚病院新生児科　藤中　義史　　

15：40〜17：40
シンポジウム5　 産・小P

「早産-3　Biological Network　早産と絨毛膜羊膜炎」
座長：富山大学産科婦人科　齋藤　　滋

北海道大学病院周産母子センター　長　　和俊
1．「基調講演：早産と絨毛膜羊膜炎〜周産期学シンポジウムアンケート結果を中心に〜」

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター産婦人科　村越　　毅　　
2．「胎盤病理から見る早産の病態」	 浜松医科大学医学部附属病院女性医師支援センター　谷口千津子　　	
3．「母体臨床所見から羊水感染が予測可能であるかの検討」	 宮崎大学産婦人科　牧　　洋平　　
4．「子宮内感染・子宮内炎症に応じた切迫早産管理を受けた児の予後」	

富山大学附属病院周産母子センター新生児部門　吉田　丈俊　　
5．「新生児敗血症の治療戦略　Polymyxin	B	Hemoperfusionを施行した新生児敗血症の予後（多施設後方視的検討）」

鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター新生児内科　平川　英司　他

2日目　7月9日（月）
第2会場　ホールB7（1）

8：40〜9：10
教育講演5

「新生児科医による胎児超音波検査―特に胎児心疾患について―」
座長：国立研究開発法人国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター新生児科　伊藤　裕司

演者：東邦大学医学部新生児学講座　与田　仁志

9：10〜9：40
教育講演6

「新生児の糖代謝」
座長：県立広島病院新生児科　福原　里恵

演者：京都大学小児科　河井　昌彦

9：40〜11：40
シンポジウム6

「日本看護協会後援シンポジウム　Local Health Care Network　NICU/GCUの退院支援」
座長：埼玉医科大学総合医療センター小児科・新生児部門　側島　久典

公益社団法人日本看護協会　吉川久美子
1．「周産期医療における医療的ケアを要する小児への支援の必要性」

埼玉医科大学総合医療センター小児科・新生児科　田村　正徳　　
2．「神奈川県立こども医療センターにおける退院支援の取り組み」

神奈川立こども医療センター患者家族支援部　星野　陸夫　　
3．「小児在宅移行支援〜訪問看護ステーションの取り組み〜」

公益財団法人日本訪問看護財団あすかやま訪問看護ステーション　田中　道子　　
4．	「日本看護協会の取り組み　医療機関と訪問看護ステーションにおけるNICU退院後の母子とその家族への支援に
　　関するフォーカスグループインタビュー結果」	 淑徳大学看護栄養学部看護学科・地域看護学領域　谷口由紀子　　
5．「NICU/GCUにおける小児在宅移行支援と教育プログラム」

公益社団法人日本看護協会健康政策部助産師課　山西　雅子　　

12：00〜13：30
ランチョンセミナー 7

2日目　7月9日（月）
第2会場　ホールB7（1）　［7F］
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13：50〜15：50
シンポジウム7

「日本看護協会後援シンポジウム　Perinatal Care Network　妊娠中の保健指導」
座長：杏林大学小児科　楠田　　聡

日本赤十字社医療センター看護部　井本　寛子
1．「妊婦の体重管理に関する文献検討」	 西武文理大学看護学部　大賀　明子　　
2．「妊娠中の至適体重増加量」	 葛飾赤十字産院産婦人科　鈴木　俊治　　
3．「周産期登録データベースからみた妊娠中の適正な体重増加量」

日本医科大学多摩永山病院女性診療科・産科　林　　昌子　　
4．「妊娠前から妊婦への栄養保健指導」	 一般社団法人シェアライフジャパン／頼助産院　頼　　玲瑛　　	

16：00〜18：10
イブニングセミナー

8：40〜9：10
若手新生児科医向け企画1

「ここまで読める新生児単純X線写真」
座長：埼玉医科大学病院新生児科　國方　徹也

演者：川口市立医療センター放射線科　原　　裕子

9：10〜9：40
若手新生児科医向け企画2

「新生児医療におけるamplitude integrated EEGの有用性」
座長：愛知医科大学小児科　奥村　彰久

演者：名古屋大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター新生児部門　早川　昌弘

9：40〜11：40
シンポジウム8　 小P

「Network Medicine　新生児低体温療法の今後」
座長：淀川キリスト教病院　鍋谷まこと

名古屋市立大学新生児・小児医学分野　岩田　欧介
1．「低体温療法中に一酸化窒素吸入療法を併用した5症例」	 淀川キリスト教病院小児科　佐野　博之　　
2．「Baby	Cooling	Japanからの報告」	 名古屋市立大学新生児・小児医学分野　津田兼之介　　
3．「冬眠動物から学べることはあるか？」	 新潟大学農学部自然科学研究科　関島　恒夫　　
4．「新生児HIE治療の今後の臨床研究のあり方」

国立研究開発法人国立成育医療研究センター政策科学研究部　森　臨太郎　　

12：00〜13：30
ランチョンセミナー 8

13：50〜15：50
シンポジウム9

「Inter-Professional Network　新生児上気道狭窄（咽頭・声門下・気管気管支）の診断と治療」
座長：兵庫県立こども病院小児外科　前田　貢作

国立研究開発法人国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科　守本　倫子
1．「咽頭狭窄の診断と治療」	 国立研究開発法人国立成育医療研究センター耳鼻咽喉科　守本　倫子　　	
2．「新生児期・乳児期にみられる喉頭狭窄症の診断と治療」	 東京大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科　二藤　隆春　　	
3．「新生児期・乳児期にみられる先天性気管狭窄症の診断と治療」	 東京都立小児総合医療センター外科　下島　直樹　他	
4．「新生児期・乳児期にみられる先天性気管狭窄症の診断と治療」	 兵庫県立こども病院小児外科　森田　圭一　　	
5．「新生児期・乳児期にみられる気管気管支軟化症の診断と治療―小児科医の立場から―」	

慶應義塾大学医学部小児科　肥沼　悟郎　　

2日目　7月9日（月）
第3会場　ホールB7（2）　［7F］



370 日本周産期・新生児医学会雑誌　第 54 巻　第 2 号

16：00〜16：30
若手産科医向け企画1

「胎児超音波スクリーニングの留意点とその実際」
座長：お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科ライフサイエンス専攻　三宅　秀彦

演者：昭和大学横浜市北部病院産婦人科　市塚　清健

16：30〜17：00
若手産科医向け企画2

「どこでもできるGDMの管理」
座長：国立病院機構長崎医療センター産婦人科　安日　一郎

演者：聖バルナバ病院産婦人科　成瀨　勝彦

17：00〜17：30
若手産科医向け企画3

「これだけは知っておきたいサイトメガロウイルス母子感染症」
座長：杏林大学産科婦人科　谷垣　伸治

演者：東京大学医学部附属病院女性診療科・産科　永松　　健

17：30〜18：00
若手産科医向け企画4

「胎児心拍数モニタリング講座−基本事項を理解しよう−」
座長：慶應義塾大学医学部産婦人科学教室　宮越　　敬

演者：福島県立医科大学医学部産科婦人科学講座　藤森　敬也

9：40〜11：40
バースハピネス

「「バーストラウマとバースハピネス」〜お産が母子の心にもたらすもの〜」
座長：大阪急性期・総合医療センター小児科　北島　博之

長良医療センター産科　高橋雄一郎
1．「EMDRを用いた母親の心的外傷治療」	 福岡新水巻病院周産期センター／みずまき助産院ひだまりの家　白川　嘉継　　
2．	「産科混合病棟で起こっている倫理的課題−他科の患者の死亡時の看護と分娩時の看護を同時に受け持たざるを得ない
　　助産師の実態」	 神戸大学大学院保健学研究科看護学領域母性看護学・助産学分野　齋藤いずみ　　
3．「お産はどうして痛いのか？　分娩と母体の感情との関係〜行動進化の視点から〜」	

湘南鎌倉バースクリニック・進化産科学研究グループ　日下　　剛　　
4．「《寸劇》バーストラウマとその癒し，バースハピネスから広がる未来」	日本妊産婦支援協議会りんごの木　古宇田千恵　他

12：00〜14：00
ランチョンセミナー 9

14：20〜15：20
一般演題（口演）「出生前診断と胎児診断・治療-1」

座長：名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科　鈴森　伸宏
横浜市立大学附属市民総合医療センター総合周産期母子医療センター　榎本紀美子

O-180	 「出生前診断された胎児肺分画症の自然史に関する考察〜2症例の経験より〜」	 東京女子医科大学　猪口　祥子　他
O-181	 「胎児超音波検査による先天性嚢胞性肺疾患の出生前評価とその手術予後の検討」

順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科　高水　　藍　他
O-182	 「出生前診断された先天性横隔膜ヘルニア症例における出生時週数と児の予後に関する検討」

大阪大学　川西　陽子　他
O-183	 「先天性横隔膜ヘルニアに対する胎児鏡下気管閉塞術の早期安全性試験」

国立成育医療研究センター　和田　誠司　他

2日目　7月9日（月）
第4会場　ホールB5（1）　［5F］
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O-184	 「先天性横隔膜ヘルニアにおける重症度予測とその長期予後」
順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科　山本　祐華　他

O-185	 「胎児診断された先天性右横隔ヘルニア症例の予後」	 大阪母子医療センター　笹原　　淳　他
O-186	 「胎児期のMRI検査による出生後呼吸機能評価の予測に対する有用性についての検討」

東邦大学医療センター大森病院産婦人科　佐久間淳也　他

15：20〜16：20
一般演題（口演）「出生前診断と胎児診断・治療-2」

座長：国立成育医療研究センター胎児診療科　和田　誠司
長野県立こども病院産科　髙木紀美代

O-187	 「総肺静脈還流異常に合併する重度肺静脈狭窄の簡便な胎児診断法―胎児肺静脈血流波形と流速測定の有用性―」	
福岡市立こども病院新生児科　漢　　伸彦　他

O-188	 「総肺静脈還流異常（iTAPVD）のスクリーニング向上のために何をなすべきか？」	
神奈川県立こども医療センター新生児科　川瀧　元良　他

O-189	 「冠状静脈洞の拡大所見から総肺静脈還流異常2a型の診断に至った症例」	
神奈川県立こども医療センター新生児科　川瀧　元良　他

O-190	 「胎児診断の有無による大動脈縮窄・離断複合の予後」	 神奈川県立こども医療センター循環器内科　金　　基成　他
O-191	 「母体酸素投与により手術療法を回避できた胎児大動脈縮窄症の1例」	

群馬県立小児医療センター産科　佐藤　達也　他
O-192	 「当科で診断された内臓心房錯位症候群についての検討」	 鹿児島大学産科婦人科　新谷　光央　他
O-193	 「出生前診断した胎児・鎖骨下動脈・腕頭動脈異常例について」	 宇治徳洲会病院産婦人科　青木　昭和　他

16：20〜17：20
一般演題（口演）「出生前診断と胎児診断・治療-3」

座長：昭和大学医学部産婦人科学講座　松岡　　隆
日本赤十字社医療センター産婦人科　笠井　靖代

O-194	 「妊娠中に画像所見から胎便性腹膜炎を疑った11例の臨床経過の検討」	 名古屋大学産婦人科　丹羽　優莉　他
O-195	 「尿道下裂の重症度と周産期因子・出生前診断の関連について」	 徳島大学病院産科婦人科　加地　　剛　他
O-196	 「尿道下裂の出生前診断に関する検討」	 久留米大学病院総合周産期母子医療センター　上妻　友隆　他
O-197	 「胎児超音波にて非典型的外性器を指摘された1例」	 東京医科歯科大学発生発達病態学　山内　　建　他
O-198	 「当院におけるPotter	sequence46例の検討」	

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター胎児診療科　室本　　仁　他
O-199	 「胎児下部尿路閉塞（LUTO）に対する胎児膀胱鏡の臨床試験の計画」	 大阪母子医療センター産科　石井　桂介　他
O-200	 「妊娠26週未満に胎児下部尿路閉塞と診断された症例の転帰」

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター胎児診療科　杉林　里佳　他

17：20〜18：20
一般演題（口演）「出生前診断と胎児診断・治療-4」

座長：岩手医科大学医学部臨床遺伝学科　福島　明宗
国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター産科　佐々木愛子

O-201	 「当院の総合周産期母子医療センターにおける周産期遺伝カウンセリングの検討」
社会福祉法人函館厚生院函館中央病院小児科　中島　美佳　他

O-202	 「出生前遺伝カウンセリングにおけるリスク毎の特徴の検討」
国立病院機構小倉医療センター産婦人科　川上　浩介　他

O-203	 「当院周産期遺伝外来におけるNIPTを含めた遺伝学的検査の受検実態」	国立成育医療研究センター　芝田　　恵　他
O-204	 「当院で行っているNIPTの現状とその問題点」	 長崎大学産婦人科　長谷川ゆり　他
O-205	 「産科一次施設において出生前診断の相談を受ける際の問題点」	 京都大学　山田　崇弘　他
O-206	 「当院における出生前診断を受ける妊婦と家族の心理的支援システムの構築」

大阪医科大学附属病院看護部　宮田　　郁　他
O-207	 「予後不良な重症疾患児妊娠に対するプレネイタルビジットを振り返って」	 名古屋大学産婦人科　野元　正崇　他
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8：40〜9：40
一般演題（口演）「呼吸-3」

座長：千葉大学小児外科　照井　慶太
日本赤十字社医療センター小児外科　中原さおり

O-208 「新生児上気道狭窄に対する関連診療科との連携による治療戦略」
鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系小児外科学分野　中目　和彦　他

O-209	 「新生児，乳児に対する上気道狭窄に対する外科的治療の検討」	 静岡県立こども病院小児外科　矢本　真也　他
O-210	 「先天性気管狭窄症に対する非手術経過観察の適応基準の検討」	 静岡県立こども病院小児外科　矢本　真也　他
O-211	 「当院で新生児期・乳児期に気管切開術を行った上気道狭窄児の経過について」

長崎大学病院小児外科　田浦　康明　他
O-212	 「拡大喉頭気管部分切除術（extended	PCTR）の経験」	 静岡県立こども病院小児外科　福本　弘二　他
O-213	 「先天性上気道閉塞症候群（先天性喉頭閉鎖症）に対する治療の試み」	 茨城県立こども病院小児外科　平井みさ子　他
O-214	 「胎児診断CPAM症例に於いて症状発現時期は病変肺葉によって異なるのか？」

順天堂大学小児外科・小児泌尿生殖器外科　末吉　　亮　他

9：40〜10：40
一般演題（口演）「呼吸-4」

座長：東北大学小児外科　仁尾　正記
名古屋大学大学院小児外科　城田千代栄

O-215	 「先天性右横隔膜ヘルニアについての検討〜全国調査，多施設共同研究から」
名古屋大学大学院医学系研究科小児科学／成長発達医学　伊藤　美春　他

O-216	 「先天性有嚢性横隔膜疾患の病理学的アプローチによる鑑別」
埼玉医科大学総合医療センター小児外科　井上成一朗　他

O-217	 「気胸に対してECMOを使用し救命し得た重症先天性横隔膜ヘルニアの1例」	大阪大学小児成育外科　梅田　　聡　他
O-218	 「先天性横隔膜ヘルニアに大動脈弓離断TypeAを合併した1救命例」

九州大学大学院医学研究院小児外科学分野　近藤　琢也　他
O-219	 「横隔膜が全欠損していた重症先天性右横隔膜ヘルニアの1救命例」	 大阪大学小児外科　米山　知寿　他
O-220	 「重症CDHに対してECMO下に修復術を施行し救命し得た1例」	 京都府立医科大学小児外科　古川　泰三　他
O-221	 「Hepatic	pulmonary	fusionと右胸腔内腎臓を合併した先天性右横隔膜ヘルニアの1例」

国立成育医療研究センター外科　金森　　豊　他

10：40〜11：40
一般演題（口演）「小児外科-その他」

座長：聖マリアンナ医科大学小児外科　北川　博昭
神戸大学医学部附属病院小児外科　尾藤　祐子

O-222	 「新生児期・乳児期水頭症に対する脳室腹腔短絡術の周術期管理標準化：合併症回避の試み」
大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科　香川　尚己　他

O-223	 「当院における腹壁破裂症例の概要」	 姫路赤十字病院小児外科　久松千恵子　他
O-224	 「壊死性腸炎を発症した心疾患合併新生児における人工肛門造設・閉鎖に関する検討」

茨城県立こども病院小児外科　産本　陽平　他
O-225	 「出生体重600g未満新生児のストマ管理−看護的問題の検討−」

埼玉医科大学総合周産期母子医療センター NICU　荒木　啓樹　他
O-226	 「性分化疾患（DSD）に対する陰茎・尿道形成術：当科58例の経験」

順天堂大学医学部小児外科・小児泌尿生殖器外科　越智　崇徳　他
O-227	 「NICUに入院した患児における先天性水腎症の検討」	 茨城県立こども病院小児泌尿器科　益子　貴行　他
O-228	 「新生児・低出生体重児に対する皮膚消毒薬「オラネジン」の有用性について」

東京医科大学消化器・小児外科学分野　林　　　豊　他

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 10

2日目　7月9日（月）
第5会場　ホールB5（2）　［5F］
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13：20〜13：50
教育講演7

「先天性嚢胞性肺疾患の周産期管理」
座長：筑波大学医学医療系小児外科　増本　幸二
演者：慶應義塾大学医学部小児外科　黒田　達夫

13：50〜14：20
教育講演8

「症例から学ぶ新生児外科疾患の手術」
座長：日本大学医学部小児外科　越永　從道

演者：順天堂大学小児外科　山髙　篤行

14：00〜15：20
アフタヌーンティーブレイク

15：20〜16：20
一般演題（口演）「胎児発育不全」

座長：川崎医科大学産婦人科学1　中井祐一郎
日本医科大学多摩永山病院女性診療科・産科　山岸　絵美

O-229	 「胎児発育不全における心筋血流再分配所見と脈波伝播速度および推定脈圧」
獨協医科大学病院総合周産期母子医療センター産科部門　宮下　　進　他

O-230	 「静脈管逆流を認めた症例の病態による波形の特徴」	 国立病院機構長良医療センター産科　千秋　里香　他
O-231	 「胎児発育不全児の予後不良に関連する因子の検討」	 神戸大学産婦人科　吉澤ひかり　他
O-232	 「β-セクレターゼ欠損マウスにおける胎児発育不良はGHRH	receptorの発現と関連している」

大分大学医学部産婦人科　西田　欣広　他
O-233	 「ホスホジエステラーゼ5阻害剤タダラフィルによる胎児発育不全治療は出生後の子の神経発達を改善する」

三重大学産婦人科　梅川　　孝　他
O-234	 「臍帯長の異常は分娩転帰にどう影響するか」	 日本医科大学産婦人科　大内　　望　他
O-235	 「尿道下裂を伴う胎児発育不全児：尿道下裂に関連する胎児因子」	 大阪母子医療センター産科　染谷　真行　他

16：20〜17：20
一般演題（口演）「妊娠高血圧症候群-1」

座長：広島大学病院産婦人科　工藤　美樹
愛媛大学産婦人科　松原　裕子

O-236	 「新ACC/AHA高血圧ガイドラインにおける高血圧ステージ分類における周産期予後の検討」
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科学教室　江口　武志　他

O-237	 「当院における新病型分類別妊娠高血圧症候群と子宮内胎児発育遅延の特徴」
札幌医科大学産婦人科学講座　黒田　敬史　他

O-238	 「尿蛋白を伴わない妊娠高血圧腎症の頻度および妊娠分娩転帰」
横浜市立大学附属市民総合医療センター　栃尾　　梓　他

O-239	 「重症高血圧に関連した母体臓器障害の頻度と母体臓器障害の分類に関する提案」
大阪市立総合医療センター産科　中本　　收　他

O-240	 「妊娠高血圧症候群の母体より出生して脳性麻痺になった児の分娩期の周産期因子に関する検討」
聖マリアンナ医科大学産婦人科学　長谷川潤一　他

O-241	 「本邦におけるHypertensive	disorder	of	pregnancyによる妊産婦死亡の死亡回避率に関する解析」
榊原記念病院　桂木　真司　他

O-242	 「妊娠高血圧症候群患者における自由行動下血圧測定による血圧・心拍数の日内変動の検討」
愛知医科大学　鈴木　佳克　他

17：20〜18：20
一般演題（口演）「妊娠高血圧症候群-2」

座長：自治医科大学附属さいたま医療センター周産期科　髙木健次郎
昭和大学医学部産婦人科学講座　小出　馨子

O-243	 「妊娠初期血圧正常高値は妊娠高血圧症候群，妊娠糖尿病のリスクである」
弘前大学医学部附属病院周産母子センター　大石　舞香　他
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O-244	 「妊娠37週の正常高値血圧はその後の妊娠高血圧症候群発症のリスク因子である」
東京都立多摩総合医療センター　伊田　　勉　他

O-245	 「妊娠高血圧症候群の病態におけるプロレニンの影響」	 岡山大学病院産科婦人科　光井　　崇　他
O-246	 「ヒト絨毛癌細胞株BeWoにおけるMetforminの小胞体ストレス応答と胎盤増殖因子に対する役割」

北海道社会事業協会帯広病院産婦人科　鈴木　将裕　他
O-247	 「妊娠高血圧腎症の血管内皮障害はNO合成酵素によるuncoupling現象が発生している」

愛知医科大学産婦人科　山本　珠生　他
O-248	 「妊娠高血圧症候群発症から重症化までの期間とsFlt-1の関係」	 三重大学医学部附属病院　永橋　裕子　他
O-249	 「早期スクリーニングとしてのsFlt-1/PlGFの有用性」	 トヨタ記念病院　吉田　英司　他

8：40〜9：40
一般演題（口演）「分娩-1」

座長：千葉大学大学院医学研究院生殖医学　生水真紀夫
三重大学医学部附属病院周産母子センター　神元　有紀

O-250	 「当院における帝王切開時にIVRを行った癒着胎盤症例の検討」	 愛媛県立中央病院産婦人科　阿部恵美子　他
O-251	 「産科大量出血症例におけるinterventional	radiology（IVR）の有用性の検討」

香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学　山下　智也　他
O-252	 「総腸骨動脈バルーンオクルージョンを併用しcesarean	hysterectomyを施行した前置癒着胎盤7症例の検討」

山梨大学医学部地域周産期等医療学講座　奥田　靖彦　他
O-253	 「UAE後の妊娠では産後出血に注意が必要である」	 神戸大学産科婦人科　今福　仁美　他
O-254	 「当院における子宮動脈塞栓術（UAE）後に妊娠し分娩に至った症例の検討」

SUBARU健康保険組合太田記念病院産婦人科　深川裕一郎　他
O-255	 「分娩後に多量出血を来し，両側子宮動脈塞栓術を施行した粘膜下筋腫合併妊娠の1例」

広島大学病院産科婦人科　荒木　ゆみ　他
O-256	 「子宮型羊水塞栓症による産科危機的出血が疑われ，子宮動脈塞栓術にて救命し得た1例」

松山赤十字病院　林　　広典　他

9：40〜10：40
一般演題（口演）「分娩-2」

座長：金沢大学医薬保健研究域医学系産科婦人科学　藤原　　浩
東京医科大学産科婦人科学分野　中川　潤子

O-257	 「羊水塞栓症例における心臓および肺のアナフィラクトイド反応の検討」	 浜松医科大学産婦人科　小田　智昭　他
O-258	 「C1インアクチベーター投与後数分で血圧上昇と子宮収縮の改善を認めた子宮型羊水塞栓症の一例」

伊勢赤十字病院　赤坂　美季　他
O-259	 「常位胎盤早期剥離後に子宮型羊水塞栓症をきたした一例」	 三重大学医学部附属病院産婦人科　小高　紗季　他
O-260	 「当院における過去5年間の産褥搬送の検討」	 豊橋市民病院産婦人科　藤田　　啓　他
O-261	 「産科危機的出血に対する止血方法の検討」	 山口県立総合医療センター産婦人科　三輪一知郎　他
O-262	 「胎盤剥離遅延例に胎盤用手剥離を行いますか？」	 宮崎大学医学部産婦人科　古川　誠志　他

10：40〜11：40
一般演題（口演）「分娩-3」

座長：順天堂大学産婦人科　牧野真太郎
東京女子医科大学産婦人科　水主川　純

O-263	 「子宮動脈血流変化からみた子宮腔内バルーンタンポナーデ法の有用性の検討」
岐阜大学医学部附属病院　島岡　竜一　他

O-264	 「当院においてBakriバルーンを使用した検討」	 中部労災病院　渡部百合子　他
O-265	 「当院においてBakriバルーンを用いた症例の後方視的検討」	 大阪大学産婦人科　八木　一暢　他
O-266	 「前置胎盤の帝王切開における子宮内膜縫合止血の有用性」

岐阜大学医学部附属病院成育医療科・女性科　志賀　友美　他
O-267	 「超重症産後出血搬送症例に対して子宮圧迫縫合はどこまで有効か？」	 東北大学病院産婦人科　富田　芙弥　他
O-268	 「総合周産期母子医療センターにおける分娩第2期子宮底圧迫法の安全性：後方視的観察研究」

東邦大学医療センター大森病院産婦人科　早田英二郎　他

2日目　7月9日（月）
第6会場　ホールD7　［7F］
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O-269	 「当院における産褥子宮摘出術5例（5年間）の検討」	 市立釧路総合病院　馬場　敦志　他

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 11

13：20〜14：20
一般演題（口演）「前置胎盤」

座長：神戸大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター　谷村　憲司
獨協医科大学産婦人科　多田　和美

O-270	 「前置胎盤で胎盤を剥離せずに保存的に経過観察を行うことができた子宮筋腫合併妊娠の1例」
姫路赤十字病院　中務日出輝　他

O-271	 「妊娠30週にIUFDとなった全前置胎盤症例〜経腟分娩トライアルに向けた思考プロセスと臨床経過〜」
社会医療法人愛仁会高槻病院産婦人科　飯塚　徳昭　他

O-272	 「前置胎盤における周術期の出血コントロールに関する検討」	 聖マリアンナ医科大学産婦人科学　三浦　彩子　他
O-273	 「前置癒着胎盤症例における術前動脈閉塞バルーン留置術の有用性の検討」

福島県立医科大学産科婦人科　経塚　　標　他
O-274	 「低置胎盤症例における分娩時大量出血と出生時児体重の関係性についての検討」

山梨大学産婦人科　篠原　諭史　他
O-275	 「子宮内膜症により子宮背面が癒着した前置胎盤症例はMRI所見で予見できるか？」

大阪大学産婦人科　岡田　愛子　他

14：20〜15：20
一般演題（口演）「常位胎盤早期剥離」

座長：大阪母子医療センター産科　石井　桂介
長崎大学産婦人科　長谷川ゆり

O-276	 「当院における常位胎盤早期剥離の後方視的検討」	 八尾市立病院　近藤　由佳　他
O-277	 「常位胎盤早期剥離および前置胎盤剥離出血の発症形式についての検討〜凝固・線溶マーカーはどのように動くか」

福井県済生会病院女性診療センター産婦人科　里見　裕之　他
O-278	 「胎盤早期剥離の初発症状と重症度の関連の検討」	 聖マリアンナ医科大学産婦人科学　原田　　賢　他
O-279	 「胎児死亡を合併した常位胎盤早期剥離の9症例について」	 大阪大学医学部附属病院産婦人科　河田真由子　他
O-280	 「常位胎盤早期剥離，子宮内胎児死亡症例についての検討」

埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター母体胎児部門　江良　澄子　他
O-281	 「妊産婦死亡事例における胎盤早期剥離の特徴」	 聖マリアンナ医科大学産婦人科学　長谷川潤一　他
O-282	 「当院で経験したChronic	abruption-oligohydramnios	sequence（CAOS）症例の検討」

埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター母体胎児部門　黄　　海鵬　他

15：20〜16：20
一般演題（口演）「産科出血・DIC」

座長：順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科　板倉　敦夫
母子愛育総合母子保健センター愛育病院産婦人科　安達　知子

O-283	 「妊娠高血圧症候群産婦の後産期出血による脈拍数変動に関する検討」	 昭和大学産婦人科学講座　吉泉　絵理　他
O-284	 「近赤外線時間分解分光法を用いた新しい分娩時母体管理」	 浜松医科大学周産母子センター　鈴木　一有　他
O-285	 「産科出血対応における迅速fibrinogen測定機器導入の有用性の検討」	 名古屋大学産婦人科　今井　健史　他
O-286	 「産科危機的出血に対するフィブリノゲン濃縮製剤の有効性―システマティックレビュー結果より―」

順天堂大学産婦人科　牧野真太郎　他
O-287	 「「産科DICスコア」を「検査項目」を中心に再考する」	 北海道大学医学部産婦人科　森川　　守　他
O-288	 「「産科DIC治療効果判定基準」の有用性に関する検討」	 北海道大学医学部産婦人科　森川　　守　他
O-289	 「帝王切開における羊水を除いた実出血量推定の試み」	 石巻赤十字産婦人科　仁田原憲太　他

16：20〜17：20
一般演題（口演）「母体のメンタルヘルス」

座長：りんくう総合医療センター産婦人科　荻田　和秀
女性クリニック We! TOYAMA産婦人科　種部　恭子

O-290	 「不妊治療中および妊娠成立後の女性の抑うつと不安」	 俵IVFクリニック　村林　奈緒　他
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O-291	 「大学病院における多職種協働支援システムによる母子支援の実際〜精神科リエゾンチームの立場から」
東京医科歯科大学医学部附属病院看護部　松岡　裕美　他

O-292	 「入院管理となった妊婦に対する心理支援」
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院周産期センター新生児部門　宮島　　麗　他

O-293	 「精神疾患合併妊娠についての検討」	 山口県立総合医療センター産婦人科　三輪　照未　他
O-294	 「大学病院の妊産婦に対するEPDS・MIBSの結果とその背景」	 名古屋大学産婦人科　森山　佳則　他
O-295	 「精神疾患を有する女性が母乳哺育を断念する原因」	 名古屋大学産婦人科　森山　佳則　他
O-296	 「母体セロトニン再取り込み阻害薬・セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬による新生児不適応症候群」

国立病院機構京都医療センター小児科　河田　　興　他

17：20〜18：20
一般演題（口演）「ハイリスク妊婦・災害対策」

座長：亀田総合病院産婦人科　鈴木　　真
沖縄県立北部病院産婦人科　牧野　郁子

O-297	 「当院における若年妊婦36例の検討」	 姫路赤十字病院総合周産期母子医療センター小児科　柄川　　剛　他
O-298	 「当院を受診した妊婦の旅行者症例の検討　続報」

沖縄県立中部病院総合周産期母子医療センター産科　中澤　　毅　他
O-299	 「宮城県における未受診妊婦の傾向およびその対策」	 東北大学病院産婦人科　星合　哲郎　他
O-300	 「当院で対応した特定妊婦の実態」	 川崎市立川崎病院産婦人科　春日　義史　他
O-301	 「助産制度利用妊婦はsmall	for	gestational	age児のリスク因子となる」

独立行政法人京都医療センター産科婦人科　山口　　建　他
O-302	 「高知県における小児周産期災害医療対策」	 高知県高知市病院企業団立高知医療センター　渡邊　理史　他
O-303	 「災害時医療派遣チーム（DMAT）の技能維持研修における，災害時小児周産期リエゾンとのコラボレーション」

独立行政法人国立病院機構災害医療センター厚生労働省DMAT事務局　千島佳也子　　

2日目　7月9日（月）
第7会場（ホールD5）

8：40〜9：40
一般演題（口演）「消化器・肝・胆道-1」

座長：群馬県立小児医療センター新生児科　丸山　憲一
君津中央病院新生児科　富田　美佳

O-304	 「ヒト可溶性トロンボモジュリンは新生ラット壊死性腸炎モデルにおける重篤度および発生率を低下させる」
大阪大学小児外科　李　　　波　他

O-305	 「複合型下垂体機能低下症を合併した正期産児の壊死性腸炎の1例」
自治医科大学附属さいたま医療センター小児科　河野　惇子　他

O-306	 「腹部エコーによる門脈内ガス像の検出が早期診断に有用であった壊死性腸炎の1例」
加古川中央市民病院小児科　森川　　悟　他

O-307	 「在胎22週で出生し腸間膜裂孔ヘルニアによる絞扼性イレウスを発症したが，積極的な外科治療で救命できた1例」
高槻病院総合周産期母子医療センター新生児科　田村　　誠　他

O-308	 「早産新生児のイレウスに対して胎便溶解カテーテル療法が有効であった2例」
佐世保市総合医療センター外科　稲村　幸雄　他

O-309	 「緊急試験開腹で明らかになった超低出生体重児回腸回腸型腸重積症の3例−回腸閉鎖への思案」
鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター新生児内科　武藤　　充　他

O-310	 「新生児病棟入院中の胃食道逆流症診療に24時間食道内pHモニタリングは有用か？」
長野県立こども病院外科　三宅優一郎　他

9：40〜10：40
一般演題（口演）「発達-1」

座長：国立成育医療研究センター新生児科　諌山　哲哉
三重大学大学院周産期新生児発達医学　加藤　稲子

O-311	 「乳児期の運動・言語発達に関する出生体重SD値の影響−「21世紀出生児縦断調査」より−」
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター新生児科　福嶋　ゆう　他

O-312	 「極低出生体重児の3歳時精神運動発達と周産期要因との関連」	 加古川中央市民病院　本郷　裕斗　他

2日目　7月9日（月）
第7会場　ホールD5　［5F］
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O-313	 「32週未満の極低出生体重児かつSGAの発達予後に関与するNICU入院中の要因に関する検討」
昭和大学横浜市北部病院　水越　曜子　他

O-314	 「絨毛膜羊膜炎のRedline分類における高度炎症反応と妊娠32週未満に出生した極低出生体重児の3歳時予後」
福井大学産科婦人科　川村　裕士　他

O-315	 「Strengths	and	Difficulties	Questionnaireによる極低出生体重児5歳時の発達支援必要性の検討」
静岡県立こども病院　中野　玲二　他

O-316	 「在胎30週未満で出生した重症胎児成長障害児における6歳時神経発達予後の検討」
地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川中央市民病院　森沢　　猛　他

O-317	 「多施設共同研究による就学前におけるNICU退院児のSDQを用いた支援の必要性の評価」
国立病院機構三重中央医療センター　杉野　典子　他

10：40〜11：40
一般演題（口演）「発達-2」

座長：沖縄県立中部病院新生児内科　源川　隆一
埼玉県立小児医療センター新生児科　菅野　雅美

O-318	 「新生児重症度スコアによる超早産児の予後予測」	 岩手医科大学小児科　外舘玄一朗　他
O-319	 「早産期前期破水妊婦から出生した児における慢性肺疾患および神経学的障害に影響する周産期因子の解析」

自治医科大学附属総合周産期母子医療センター新生児集中治療部　鈴木　　悠　他
O-320	 「軽症脳室内出血を合併した早産児の3歳時の神経学的予後の検討」

横浜市立大学附属市民総合医療センター総合周産期母子医療センター　吉田英里佳　他
O-321	 「在胎30週未満の児の3歳時の体格予後の検討（周産期母子医療センターネットワーク10年まとめ事業）」

順天堂大学小児科　村野　弥生　他
O-322	 「極低出生体重児の5〜7歳時の体格に関連する因子に関する検討」

群馬県立小児医療センター新生児科　丸山　憲一　他
O-323	 「極低出生体重児の就学前までの身体発育の軌跡」

国立病院機構佐賀病院総合周産期母子医療センター小児科　七條　了宣　他
O-324	 「当院NICU退院時あるいは外来経過観察中に摂食障害を認めた児の検討」

東京都立大塚病院新生児科　大橋　祥子　他

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 12

13：20〜14：20
一般演題（口演）「呼吸-5」

座長：北里大学医学部新世紀医療開発センター新生児集中治療学　中西　秀彦
富山大学附属病院周産母子センター　牧本　優美

O-325	 「新生児の呼吸抑制スクリーニング方法，Practical	screening	method	for	neonatal	respiratory	inhibition」
奈良県総合医療センター新生児集中治療室　箕輪　秀樹　他

O-326	 「早産児の出生時の血中NT-proBNP値を用いた呼吸障害の鑑別」	 関西医科大学小児科学講座　大橋　　敦　他
O-327	 「当院におけるINSURE法施行症例の検討」	 武蔵野赤十字病院新生児科　畠中　大輔　他
O-328	 「当院における極低出生体重児の人工呼吸器離脱時期に関する検討」

総合病院土浦協同病院新生児科　杉江　　学　他
O-329	 「当院NICUにおける出生体重500g未満の児の呼吸管理の検討」	 一宮市立市民病院　河嵜　翔太　他
O-330	 「羊水過少に伴いdry	lung	syndromeを発症した早産児の臨床的特徴」	 高槻病院新生児科　中田　有紀　他
O-331	 「Dry	lung	Syndromeにサイトメガロウイルス間質性肺炎を合併した新生児症例」

鳥取大学医学部周産期小児医学　坂田　晋史　他

14：20〜15：20
一般演題（口演）「呼吸-6」

座長：聖マリアンナ医科大学小児科学　北東　　功
東京医科歯科大学小児科　滝　　敦子

O-332	 「当院におけるPremature	Infant	Respiratory	Status（PIRS）の有用性」
長野県立こども病院新生児科　糸島　　亮　他

O-333	 「慢性肺障害をともない在宅酸素療法にて退院した児の退院時のPHスコアについて」
名古屋第二赤十字病院小児科　横山　岳彦　他
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O-334	 「超低出生体重児に対するビタミンA投与は修正36週の慢性肺疾患を減少させる：系統的レビューとメタ解析」
名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野　加藤　　晋　他

O-335	 「慢性肺疾患に対してデキサメサゾンを使用した超低出生体重児の検討」	 安城更生病院新生児科　棚橋　義浩　他
O-336	 「超早産児のCLDに対する少量ステロイドの有効性に関する検討」	 総合病院土浦協同病院　永吉有香子　他
O-337	 「新生児慢性肺疾患に対する新たな薬剤治療戦略（第3報）」

大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学　大西　　聡　他
O-338	 「在宅人工呼吸管理（気管切開下・経鼻式）にて退院した重症慢性肺疾患罹患児の退院後経過」

兵庫県立こども病院周産期医療センター　芳本　誠司　他

15：20〜16：20
一般演題（口演）「循環-1」

座長：岐阜県総合医療センター新生児内科・新生児集中治療室　山本　　裕
静岡県立こども病院新生児科　伴　由布子

O-339	 「極低出生体重児における出生時イオン化マグネシウム値と動脈管開存症治療の関連性の検討」
慶應義塾大学医学部小児科　高橋　　萌　他

O-340	 「未熟児動脈管開存症のインドメタシン治療における，閉鎖阻害関連因子の検討」
社会医療法人愛仁会千船病院小児科　森　　雅啓　他

O-341	 「早産児動脈管開存症を対象としたイブプロフェンリジン塩の静脈内投与による多施設共同非盲検試験」
大阪母子医療センター新生児科　平野　慎也　他

O-342	 「在胎24週以下の超早産児において動脈管閉鎖術が短期予後に与える影響」
兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児科　玉置　祥子　他

O-343	 「当院で入院管理を行った動脈管早期収縮13例についての検討」	 日本赤十字社医療センター　久枝　義也　他
O-344	 「ポリフェノールが原因と考えられた動脈管早期収縮による肺高血圧に対しオルプリノンが奏功した1例」

福島県立医科大学小児科　岡部　永生　他
O-345	 「産科退院翌日に低体温を主訴に救急受診した大動脈縮窄複合によるDuctal	shockの一例」

国立病院機構小倉医療センター小児科　山下　尚志　他

16：20〜17：20
一般演題（口演）「循環-2」

座長：聖マリア病院新生児科　前野　泰樹
千葉市立海浜病院新生児科　大塚　春美

O-346	 「出生早期に細い大動脈峡部を有する症例の治療介入についての検討」	 倉敷中央病院小児科　林　　知宏　他
O-347	 「乳児期より肺高血圧症を合併した心房中隔欠損症6例の検討」

愛媛大学医学部附属病院周産母子センター　太田　雅明　　
O-348	 「心室中隔欠損症を合併した早産児23例の臨床像の検討」	 神奈川県立こども医療センター新生児科　利光　充彦　他
O-349	 「出生前ステロイド投与の有無および投与から出生までの期間が，出生後の児の循環動態に及ぼす影響」

京都大学医学部附属病院新生児集中治療部　友滝　清一　他
O-350	 「超低出生体重児に対する急性期循環・鎮静管理の変更が短期予後に及ぼす影響について」

釧路赤十字病院小児科　兼次　洋介　他
O-351	 「アプリンジン塩酸塩によって頻拍がコントロールできた多源性心房性頻拍の1例」

名古屋第二赤十字病院小児科　高橋　まり　他
O-352	 「新生児期に無酸素発作を認めた三尖弁閉鎖症の1例」	 東邦大学医療センター大森病院新生児科　本山みどり　他

17：20〜18：20
一般演題（口演）「循環-3」

座長：岡山医療センター新生児科　影山　　操
トヨタ記念病院新生児科　山本ひかる

O-353	 「1絨毛膜2羊膜性双胎における低侵襲バイオマーカーの検討−尿中NTproBNP/Crの有用性について−」
東邦大学新生児科　荒井　博子　他

O-354	 「先天性横隔膜ヘルニアにおける3次元エコー検査による右心機能評価の可能性」
独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター新生児科　大村　隼也　他

O-355	 「内大脳静脈のゆらぎからみた左室および右室の収縮能・拡張能の変化」	 藤田保健衛生大学小児科　宮田　昌史　他
O-356	 「早産児の生後早期循環における，血圧，心拍数と心機能との関係」	 県立広島病院新生児科　藤原　　信　他
O-357	 「超低出生体重児の生後1週間の平均動脈血圧と尿量との関係」	 倉敷中央病院小児科　高橋　章仁　他
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O-358	 「早産・低出生体重児における腎臓と脳の局所組織酸素飽和度の測定」
神奈川県立こども医療センター新生児科　吉田　大輔　他

O-359	 「バイタルサインとしてのrSO2
+他の生体情報との繋がり」	 福田病院新生児科　高橋大二郎　他

8：40〜9：40
一般演題（口演）「先天異常・染色体・遺伝-1」

座長：杏林大学小児科　細井健一郎
筑波大学小児科　宮園　弥生

O-360	 「低出生体重児の新生児期手術の検討」	 加古川中央市民病院小児外科　岩出　珠幾　他
O-361	 「13トリソミーに対する積極的治療介入がもたらす予後の変化」	 日本赤十字社医療センター　湊　　苑子　他
O-362	 「当院における18トリソミー症例の現状」

国立病院機構佐賀病院総合周産期母子医療センター小児科　江頭　智子　他
O-363	 「肺動脈絞扼術を施行した18トリソミー症例の経過と在宅移行を含めた短期予後」

川口市立医療センター新生児集中治療科　下山　輝義　他
O-364	 「当院NICUにて管理を行ったDown症候群についての検討」	 京都第一赤十字病院新生児科　林　　　藍　他
O-365	 「出生時より多臓器不全を呈し，救命し得なかった新生児一過性骨髄異常増殖症の剖検例」

姫路赤十字病院総合周産期母子医療センター小児科　明神　翔太　他
O-366	 「先天性心疾患に胆汁うっ滞性黄疸を合併したダウン症候群の2例」	 済生会横浜市東部病院　花木　麻衣　他

9：40〜10：40
一般演題（口演）「先天異常・染色体・遺伝-2」

座長：自治医科大学附属さいたま医療センター周産期科新生児部門　佐藤　洋明
福井県立病院小児科　田口　律代

O-367	 「気管無形成10症例の検討」	 兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児内科　片岡　　大　他
O-368	 「生後早期に死亡した先天性両側性肺疾患の正期産児4例−遺伝カウンセリングの重要性」

獨協医科大学病院総合周産期母子医療センター　鈴村　　宏　他
O-369	 「MLPA法でFOXF1	exon1上流の欠失を同定したACD/MPVの3例」	 北海道大学周産母子センター　池田　雅彦　他
O-370	 「リンパ管細静脈吻合術（LVA）が奏効した難治性乳び胸の新生児2症例」

埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　角谷和歌子　他
O-371	 「先天性左横隔膜ヘルニア根治術後の難治性右乳び胸に対しリンパ管細静脈吻合術が奏功した1例」

千葉大学大学院小児病態学　藤代　賢亮　他
O-372	 「リンパ管シンチグラフィー，SPECT-CTを用いた新生児リンパ還流異常症例に対する治療戦略の検討」

千葉大学大学院小児病態学　遠藤真美子　他
O-373	 「治療方針に苦慮した呼吸不全性胸郭異形成症が疑われた一例」	 鳥取大学医学部周産期小児医学　今本　　彩　他

10：40〜11：40
一般演題（口演）「先天異常・染色体・遺伝-3」

座長：高知医療センター小児科　中田　裕生
沖縄県立中部病院総合周産期母子医療センター新生児内科　真喜屋智子

O-374	 「重症新生児仮死後，遷延する無呼吸や家族歴，画像所見からJoubert症候群関連疾患と診断し在宅移行した一例」
船橋市立医療センター小児科　竹本　直輝　他

O-375	 「ヒルシュスプルング病類縁疾患を合併した先天性中枢性肺胞低換気症候群の一例」
関西医科大学小児科学教室　藤代　定志　他

O-376	 「脳幹低形成に中枢性肺胞低換気症候群と嚥下障害，水平注視麻痺，内反足を合併した一例」
旭川厚生病院小児科　青山　藍子　他

O-377	 「痙攣のコントロールに難渋した2番染色体長腕部部分欠失の一例」	 昭和大学江東豊洲病院　花岡健太朗　他
O-378	 「胎児期から経過を観察できたfetal	akinesia	deformation	sequenceの1例」

獨協医科大学総合周産期母子医療センター新生児部門　鈴木　亮子　他
O-379	 「孔脳症と遷延する溶血性貧血からPseudo	TORCH症候群と診断した1例」

埼玉医科大学総合医療センター小児科　坂本　　航　他
O-380	 「当院で経験した脳瘤5例の検討」	 沖縄県立南部医療センターこもど医療センター新生児内科　大庭　千明　他

2日目　7月9日（月）
第8会場　G502　［5F］
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13：20〜14：20
一般演題（口演）「先天異常・染色体・遺伝-4」

座長：琉球大学医学部附属病院周産母子センター（小児科）　吉田　朝秀
さいたま市立病院周産期母子医療センター新生児内科　大森　さゆ

O-381	 「当院で1年間に経験したVATER/VACTERL連合の5例の検討」	 大阪市立総合医療センター新生児科　野々村光穂　他
O-382	 「重症先天性側彎症の児の3歳までの経過：症例報告」	 熊本市民病院新生児内科　入江　慎二　他
O-383	 「脳実質内出血を合併した鎖骨頭蓋異形成症の1例」	 江南厚生病院こども医療センター　竹本　康二　他
O-384	 「周産期型低ホスファターゼ症の呼吸管理」	 JCHO船橋中央病院周産期センター　内藤　幸恵　他
O-385	 「低ホスファターゼ症を疑ったが臨床的に鎖骨頭蓋異形成症と診断した重症例」

大阪母子医療センター新生児科　村山　　歩　他
O-386	 「周産期型非致死性低ホスファターゼ症の1例」	 太田綜合病院附属太田西ノ内病院　金井　祐二　他
O-387	 「在宅療養へ移行できたOsteocraniostenosisの一例」	 四国こどもとおとなの医療センター新生児内科　山戸　聡史　他

14：20〜15：20
一般演題（口演）「先天異常・染色体・遺伝-5」

座長：埼玉医科大学病院新生児科　國方　徹也
東京都立大塚病院新生児科　岡田真衣子

O-388	 「極低出生体重児で出生し，十二指腸閉鎖，気管狭窄，肺動脈スリングを合併した1例」
広島市広島市民病院総合周産期母子医療センター新生児科　前野　誓子　他

O-389	 「Cornelia	de	Lange症候群の超低出生体重児の一治験例」	 福島県立医科大学小児科　蛭田　　俊　他
O-390	 「頻回の人工羊水注入を行った母体から出生したPotter	sequenceの一例」

大阪母子医療センター新生児科　森川　一恵　他
O-391	 「羊膜索症候群と胎児診断し長期破水後に出生した超低出生体重児の1例」	 静岡県立こども病院　児玉　洋平　他
O-392	 「Neu-Laxova症候群の同胞例」	 熊本市民病院総合周産期母子医療センター新生児内科　井上　　武　他
O-393	 「先天性表皮水疱症の疼痛に対して経口オピオイドを使用した一例」	 産業医科大学病院小児科　渡邉　俊介　他
O-394	 「紫斑および多発性巨大皮下血腫から血管型Ehlers-Danlos	syndromeと診断した超低出生体重児の1例」

石川県立中央病院新生児科　木田　綾子　他

15：20〜16：20
一般演題（口演）「産科麻酔」

座長：順天堂大学医学部麻酔科学・ペインクリニック講座／大学院医学研究科麻酔科学疼痛制御学（併任）　角倉　弘行
国立成育医療研究センター手術集中治療部麻酔科　田村　高子

O-395	 「骨盤位外回転術における硬膜外麻酔を要する因子の検討」	 東京慈恵会医科大学産婦人科　長谷川瑛洋　他
O-396	 「分娩遷延に対する硬膜外麻酔による無痛分娩の安全性について」	 岩国医療センター　相本　法慧　他
O-397	 「フェンタニルを用いたiv-PCAによる和痛分娩の検討」	 秋田大学産婦人科　亀山沙恵子　他
O-398	 「産痛緩和におけるペチジン・レバロルファン注射薬の安全性・有効性と母乳哺育への影響」

尼崎医療生協病院産婦人科　衣笠　万里　他
O-399	 「硬膜外麻酔は分娩第1期における活動期の分娩進行を早める」	 自衛隊中央病院産婦人科　石橋　弘樹　他
O-400	 「無痛分娩における麻酔手技に関連する有害事象の後方視的検討」

国立成育医療研究センター手術・集中治療部　久保　浩太　他
O-401	 「帝王切開術後に急性硬膜下血腫を発症した一例」

島根県立中央病院総合周産期母子医療センター産婦人科　奈良井曜子　他

16：20〜17：20
一般演題（口演）「多胎-1」

座長：獨協医科大学病院総合周産期母子医療センター　宮下　　進
聖隷浜松病院産婦人科／ ROSAレディースクリニック　松本美奈子

O-402	 「当院におけるDD双胎の高年妊娠が与える出産リスクの検討」	 淀川キリスト教病院産婦人科　陌間　亮一　他
O-403	 「高齢胚移植後妊娠における単胎妊娠と2絨毛膜2羊膜性双胎の母体背景の比較検討」

JA北海道厚生連	旭川厚生病院　石田久美子　他
O-404	 「当院における一絨毛膜二羊膜性（MD）双胎一児死亡妊娠の生存児予後予測に関する検討」

松戸市総合医療センター　真田　道夫　他
O-405	 「Spontaneous	Intertwin	Membrane	Separationが認められた後に発症した2絨毛膜双胎一児死亡」

葛飾赤十字産院産婦人科　宮崎　美和　他
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O-406	 「長期の妊娠延長を得たDelayed	interval	deliveryの2例」	 九州大学産婦人科　井町　佑三　他
O-407	 「双胎分娩後に発症した白線ヘルニアの一症例」	 長岡中央綜合病院　古俣　　大　他
O-408	 「片児に無脳症を合併した一絨毛膜二羊膜双胎の1症例」	 さいたま市立病院産婦人科　白橋　真由　他

17：20〜18：20
一般演題（口演）「多胎-2」

座長：長良医療センター産科　高橋雄一郎
大阪母子医療センター産科　川口　晴菜

O-409	 「双胎間輸血症候群におけるHyperreactio	luteinalisの頻度と臨床的特徴」	 大阪母子医療センター　川口　晴菜　他
O-410	 「FLP後，膠原繊維化した羊膜上に血管新生が証明されたselective	IUGRの一例」

国立病院機構長良医療センター　永井　立平　他
O-411	 「TTTSにより生じた機能的肺動脈閉鎖（fPA）に対して胎児鏡下胎盤吻合血管凝固術（FLP）が有効であった2症例」

東邦大学医療センター大森病院新生児科　緒方　公平　他
O-412	 「双胎間輸血症候群に対する子宮鏡下レーザー手術により改善したcircular	shunt	physiology」

三重大学医学部附属病院産科婦人科　栗山　萌子　他
O-413	 「胎児間輸血症候群に対して胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術後に弁逆流が残存した品胎妊娠の1例」

群馬大学医学部附属病院産科婦人科　日下田大輔　他
O-414	 「双胎間輸血症候群の受血児における1峰性の心室流入波形と心機能障害の関係」

東邦大学大学院医学研究科産科婦人科学講座　鷹野真由実　他

2日目　7月9日（月）
第9会場（G510）

8：40〜9：40
一般演題（口演）「出生前診断と胎児診断・治療-5」

座長：岩手医科大学産婦人科学講座　菊池　昭彦
順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科　山本　祐華

O-415	 「低リスクの妊娠における胎盤絨毛動脈の形態学的および血栓性病変と胎児ドップラー心エコー測定値との関連性」	
浜松赤十字病院小児科　関井　克行　他

O-416	 「胎児頻脈性不整脈における胎児治療時のAuto	FSによる心機能評価の可能性についての検討」
東邦大学大学院医学研究科産科婦人科学講座　長崎　澄人　他

O-417	 「左心低形成症候群胎児での卵円孔早期閉鎖・高度狭窄の予測における胎児MRIの有用性についての検討」
福岡市立こども病院周産期センター産科　北代　祐三　他

O-418	 「胎児心拍数変動解析を用いた低酸素性虚血性脳障害の評価」	 三重大学医学部産婦人科　山口　恭平　他
O-419	 「胎児頻脈性不整脈に対する経胎盤的抗不整脈薬投与に関する臨床試験：多施設共同前向き介入試験」

国立循環器病研究センター周産期・婦人科　三好　剛一　他
O-420	 「切迫早産の治療中に一過性の胎児上室性頻拍を認めた一例」	 国立循環器病研究センター　中西　篤史　他
O-421	 「FGR症例に対して母体にタダラフィル投与を行うことで子宮動脈血流の増加が示唆された1例」

三重大学産婦人科　真川　祥一　他

9：40〜10：40
一般演題（口演）「出生前診断と胎児診断・治療-6」

座長：神奈川県立こども医療センター産婦人科　石川　浩史
名古屋大学産婦人科　中野　知子

O-422	 「腹壁誘導胎児心拍モニターにより心臓電気信号解析を行った先天性完全房室ブロックの1例」
慶應義塾大学医学部産婦人科学教室　秋葉　洋平　他

O-423	 「胎児完全房室ブロック発症ハイリスク妊婦にヒドロキシクロロキンを使用した1例」
産業医科大学総合周産期母子医療センター　櫻木　俊秀　他

O-424	 「胎児徐脈性不整脈に対し母体へβ刺激薬投与を行った4症例」	 京都府立医科大学産婦人科　馬淵　亜希　他
O-425	 「過去10年間当院で管理した18トリソミー症例の検討」	 和歌山県立医科大学産科婦人科学教室　溝口　美佳　他
O-426	 「胎児胸水の出生後予後に関する検討」	 順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科　鈴木　敏史　他
O-427	 「出生前診断が困難であった羊水過多を伴う気管無形成の一例」	 札幌医科大学附属病院産婦人科　藤部　佑哉　他
O-428	 「認定外施設で施行したNIPTを契機に胎児Klinefelter症候群が判明した1例」

昭和大学江東豊洲病院周産期センター産科　小松　玲奈　他

2日目　7月9日（月）
第9会場　G510　［5F］
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10：40〜11：40
一般演題（口演）「出生前診断と胎児診断・治療-7」

座長：京都大学医学部附属病院遺伝子診療部　山田　崇弘
聖路加国際病院女性総合診療部／遺伝子診療部　山中美智子

O-429	 「First	trimesterにおける鼻骨欠損・鼻骨低形成の評価について」	 大阪医科大学産婦人科　藤田　太輔　他
O-430	 「胎児心拍モニタリング異常を呈した胎児小腸捻転の一例」	 福島県立医科大学産婦人科　村田　強志　他
O-431	 「低ホスファターゼ症周産期型における遺伝子型と表現型の相関性に関する検討」	

東北大学大学院医学系研究科先進成育医学講座胎児医学分野　永岡　晋一　他
O-432	 「新生児期に溶血性貧血および白内障を認めた孔脳症の一例」	 慶應義塾大学産婦人科学教室　内田　志穂　他
O-433	 「Duchenne型筋ジストロフィーの家族歴がある妊婦への遺伝カウンセリングの経験」

旭川医科大学産婦人科　金井　麻子　他
O-434	 「胎児超音波所見を契機に母の骨形成不全症が判明した1例」	 東京医科歯科大学産婦人科　不殿　絢子　他
O-435	 「胎児診断に至り，予後良好であったKlippel-Trenaunay-Weber症候群の2例」	 大阪医科大学産婦人科　佐野　　匠　他

13：20〜14：20
一般演題（口演）「分娩-4」

座長：東京女子医科大学八千代医療センター母体胎児科・婦人科　正岡　直樹
荒木記念東京リバーサイド病院産婦人科　星野　裕子

O-436	 「新生児仮死のリスク因子に関する検討」	 昭和大学医学部産婦人科学講座　大場　智洋　他
O-437	 「当院における経腟分娩時のCTGレベル分類評価の検討」	東邦大学医療センター大森病院産婦人科　大路　斐子　他
O-438	 「臍帯動脈血液ガス低値症例から予測する新生児仮死低減の検討」	 東京女子医科大学病院　堀部　　悠　他
O-439	 「Population-based研究による在胎34週以降の分娩時hypoxiaの検討」	 宮崎大学産婦人科　児玉　由紀　他
O-440	 「Noninvasive	monitoring	during	labor」	 国立循環器病研究センター　澤田　雅美　他
O-441	 「臍帯穿刺胎児採血（PUBS）による有害事象の検討」	 大阪母子医療センター　藤川　恵理　他
O-442	 「子宮内胎児発育不全（FGR）におけるContraction	stress	test（CST）を用いた介入についての症例対照研究」

三重大学産科婦人科　田中　博明　他

14：20〜15：20
一般演題（口演）「分娩-5」

座長：四国こどもとおとなの医療センター総合周産期母子医療センター　前田　和寿
豊橋市民病院産婦人科　岡田真由美

O-443	 「10年間に当院で経験した分娩外傷18例の後方視的検討」	 国立病院機構小倉医療センター　湯浅　千春　他
O-444	 「妊娠26週に内腸骨領域の仮性動脈瘤が破裂-腹腔内大量出血し，超緊急帝王切開術にて母児ともに救命しえた1例」

静岡赤十字病院産婦人科　鈴木まり子　他
O-445	 「子宮底部横切開創部の術後MRIと次回帝切時観察による創部評価〜次回妊娠の安全性を評価する観察研究〜」

愛仁会高槻病院産婦人科　中後　　聡　他
O-446	 「当院におけるTOLAC導入後の帝王切開率の推移について」	 岩国医療センター　永久　成一　他
O-447	 「子宮に手術既往が無く，妊娠16週で不全子宮破裂，子宮内胎児死亡となった一例」

弘前大学医学部産科婦人科　小玉　都萌　他
O-448	 「腹腔鏡下筋腫核出術後に妊娠し，子宮破裂をきたした一例」	 福井大学産婦人科　新谷万智子　他

15：20〜16：20
一般演題（口演）「分娩-6」

座長：山形大学産科婦人科　堤　　誠司
岐阜県立多治見病院産婦人科　中村　浩美

O-449	 「分娩誘発における母体体重とオキシトシン反応性の検討」	 石巻赤十字病院産婦人科　平賀　裕章　他
O-450	 「羊水過少のない状況での臍帯圧迫sandwich	signに伴う変動一過性徐脈に対する人工羊水注入の検討」

長良医療センター　桂　　大輔　他
O-451	 「分娩時の人工羊水注入療法の有用性についての検討」	 トヨタ記念病院　山田　拓馬　他
O-452	 「分娩介助シミュレーターを用いた安全な鉗子分娩の指導方法の検討」	 順天堂大学産婦人科学講座　丸山洋二郎　他
O-453	 「肩甲難産に際して娩出をより困難にする因子に関する検討」	 安城更生病院産婦人科　松尾　聖子　他
O-454	 「当院における早産児と正期産児に分けた超緊急帝王切開術（Grade	A）の検討」

東京都立大塚病院新生児科　瀬谷　　恵　他
O-455	 「当院における超緊急帝王切開の実態調査」	 昭和大学医学部産婦人科学講座　仲村　将光　他
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16：20〜17：20
一般演題（口演）「分娩-7」

座長：東京都立墨東病院産婦人科　兵藤　博信
あさぎり病院産婦人科　田中あゆみ

O-456	 「当院における予定帝王切開術に対する術前経口補水療法の検討」	 八尾市立病院　重光　愛子　他
O-457	 「当院での帝王切開術に対する術後早期経口摂取の導入効果の検討」	 大牟田市立病院産婦人科　吉満　輝行　他
O-458	 「帝王切開創部へのシリコーンゲルシートLady	Care貼付の安全性と有効性の検討」

東京慈恵会医科大学産婦人科　伊藤　由紀　他
O-459	 「当院における骨盤位外回転術の検討」	 大津赤十字病院　猪早阿紗子　他
O-460	 「経腟分娩における抗菌薬使用量減少の取り組み」	 香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学　森　亜優美　他
O-461	 「吸引分娩後の第3度会陰裂傷発症に関するリスク因子の検討」	 豊橋市民病院産婦人科　窪川　芽衣　他
O-462	 「難産を減らすために（不安は分娩進行を抑制することを共通認識としているバースクリニックでの周産期予後）」

湘南鎌倉総合病院産婦人科　菱川　賢志　他

17：20〜18：20
一般演題（口演）「分娩-8」

座長：青森県立中央病院総合周産期母子医療センター　尾﨑　浩士
市立札幌病院産婦人科　平山　恵美

O-463	 「母体年齢と分娩歴が分娩様式に及ぼす影響についての検討」	 杏林大学医学部産科婦人科学教室　對馬　可菜　他
O-464	 「当院における150cm未満の低身長妊婦の分娩転帰について」	 高知大学産科婦人科　松島　幸生　他
O-465	 「妊娠41週での分娩が増加している〜当院における妊娠41週以降妊娠の周産期予後の検討」

高知県高知市病院企業団立高知医療センター　林　　和俊　他
O-466	 「子宮下部筋腫合併妊娠の分娩転機に関する検討」	 大阪市立大学女性生涯医学　三杉　卓也　他
O-467	 「臍帯過少捻転の分娩予後」	 昭和大学医学部産婦人科学講座　瀧田　寛子　他
O-468	 「臍帯卵膜付着症例では幸帽児帝王切開は回避すべきである」	 愛仁会高槻病院産婦人科　柴田　貴司　他
O-469	 「当院における妊娠中期の中絶や流産処置を行った335例の検討」	 大阪大学産婦人科　味村　和哉　他

2日目　7月9日（月）
第10会場（G602）

8：40〜9：40
一般演題（口演）「合併症妊娠-4」

座長：山口県立総合医療センター産婦人科　佐世　正勝
金沢大学産婦人科　山崎　玲奈

O-470	 「鎌状赤血球症合併妊娠の一例」	 東京女子医科大学産婦人科　鈴木　志帆　他
O-471	 「第2子分娩後に広範囲の深部静脈血栓症を認めた，真性多血症合併妊娠の1例」

手稲渓仁会病院産婦人科　常松　梨紗　他
O-472	 「第一子新生児同種免疫性血小板減少症（NAIT）既往妊婦に対してステロイド内服を行い正常児をえた一例」

鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター　谷口　博子　他
O-473	 「当院で周産期管理を行ったvon	Willebrand病の姉妹例」	 釧路赤十字病院産婦人科　米原　利栄　他
O-474	 「子宮内容物が診断の一助となったアグレッシブNK細胞白血病を併発した流産の一例」

富山大学産科婦人科　森田　恵子　他
O-475	 「妊娠を契機に深部静脈血栓症を発症したAT3欠乏症合併妊娠の1例」	 長崎大学病院産婦人科　永田　典子　他
O-476	 「ヘパリン起因性血小板減少症既往のあるAT3欠乏症合併妊娠にアピキサバンを使用し正期産に至った一例」

東邦大学医療センター大森病院産婦人科　古守真由子　他

9：40〜10：40
一般演題（口演）「合併症妊娠-5」

座長：香川大学周産期学婦人科学　田中　宏和
順天堂大学産婦人科　齋藤　知見

O-477	 「てんかん合併妊娠の抗てんかん薬使用量増減と妊娠中母体の生理学的変化」
山形県立中央病院産婦人科　大浦　訓章　他

O-478	 「産褥5日にPRESに脳実質出血を合併した抗リン脂質抗体症候群合併妊婦：症例報告」
自治医科大学附属病院　平嶋　洋斗　他

2日目　7月9日（月）
第10会場　G602　［6F］
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O-479	 「妊娠初期に発症した脳静脈洞血栓症の一例」	 山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター産科　吉原　達哉　他
O-480	 「11年間の脳動静脈奇形合併妊娠の管理について」	 東京大学医学部附属病院女性診療科・産科　石本　慶子　他
O-481	 「妊娠中に投薬を再開し，妊娠・産褥期に良好な経過をたどった双極性障害妊娠の1例」

春日部市立医療センター産婦人科　久野宗一郎　他
O-482	 「男性ホルモン投与中に自然妊娠し，女児を出産したFemale	to	Maleの一例」

徳島大学病院産科婦人科　吉田あつ子　他
O-483	 「当施設における生体部分肝移植ドナー女性の妊娠分娩に関する検討」

熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学　本岡　千聡　他

10：40〜11：40
一般演題（口演）「合併症妊娠-6」

座長：愛知医科大学周産期母子医療センター　鈴木　佳克
大原綜合病院産婦人科　鈴木　りか

O-484	 「双体妊娠の切迫早産治療中に肺水腫を発症した一例」	 東京都立多摩総合医療センター産婦人科　荒井　智大　他
O-485	 「妊娠中に急性増悪し妊娠中断を余儀なくされた上葉肺線維症の一例」

昭和大学横浜市北部病院産婦人科学講座　関根　愛子　他
O-486	 「母体呼吸困難感を主訴とし，緊急帝王切開後に診断された劇症1型糖尿病の一例」	 聖隷浜松病院　寺田　周平　他
O-487	 「妊娠14週で発症したMirror症候群の一例」	 名古屋第一赤十字病院　江崎　正俊　他
O-488	 「抗M抗体による胎児水腫の治療に難渋し子宮内胎児死亡に至った一例」

宮崎大学医学部附属病院産婦人科　中山　徹男　他
O-489	 「帝王切開瘢痕部妊娠とPotter症候群による羊水過少を合併し，診断に苦慮した一例」

聖マリアンナ医科大学産婦人科学　古谷　菜摘　他

13：20〜14：20
一般演題（口演）「合併症妊娠-7」

座長：筑波大学産科婦人科学　濱田　洋実
成田赤十字病院地域周産期科　清水久美子

O-490	 「当院で管理したSLE合併妊娠に関する検討」	 東京都立多摩総合医療センター　曽我　江里　他
O-491	 「SLE合併妊娠における妊娠中の原疾患増悪および妊娠高血圧症候群合併に関連する因子についての検討」

九州大学医学部産科婦人科学教室　城戸　　咲　他
O-492	 「妊娠高血圧腎症が産後も遷延し，SLEに伴うループス腎炎と判明した一例」

淀川キリスト教病院産婦人科　丸尾　伸之　他
O-493	 「産褥期にループス腎炎と診断された早発型妊娠高血圧腎症：血清sFlt-1，PlGF値測定の有用性について」

自治医科大学産婦人科　平嶋　周子　他
O-494	 「妊娠中に発症したGigantomastiaに対し両側乳房切除術を行ったSLE合併妊娠」

京都府立医科大学産婦人科　大西　香蓮　他
O-495	 「膠原病合併妊娠における産褥熱診断のピットフォール」	 金沢大学附属病院産科婦人科　岩木友希菜　他
O-496	 「産褥期発症成人Still病」	 市立奈良病院産婦人科　原田　直哉　他

14：20〜15：20
一般演題（口演）「合併症妊娠-8」

座長：新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター（産婦人科）　高桑　好一
杏林大学産科婦人科　松島　実穂

O-497	 「妊娠22週未満に発症した重症妊娠高血圧腎症4例の検討」	 信州大学産科婦人科　菊地　範彦　他
O-498	 「たこつぼ心筋症と妊娠高血圧腎症の合併：症例報告」	 自治医科大学産科婦人科学講座　堀江　健司　他
O-499	 「双胎経腟分娩後に発症した特発性腎破裂の一例」	 名古屋第一赤十字病院　大西　主真　他
O-500	 「維持透析療法を要した腎不全合併妊娠3例」	 神戸大学産科婦人科　黒島　瑞穂　他
O-501	 「妊娠を契機に診断された常染色体優性多発性嚢胞腎（ADPKD）の一例」

東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科　高島　明子　他
O-502	 「切迫早産管理を契機に診断された筋強直性ジストロフィー合併妊娠の1例」

順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科　菅　　直子　他
O-503	 「ミトコンドリア病（ミトコンドリアDNA3243変異）合併妊娠の一例」

富山大学附属病院産科婦人科教室　丸山恵利子　他
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15：20〜16：20
一般演題（口演）「合併症妊娠-9」

座長：東京女子医科大学東医療センター産婦人科　髙木耕一郎
山王病院産婦人科　大柴　葉子

O-504	 「炎症性腸疾患合併妊娠25例の周産期予後に関する検討」	 東京医科歯科大学周産女性診療科　瀬賀　雅康　他
O-505	 「妊娠合併虫垂炎の早期診断と治療のために−6例の経験から学び・導かれた診療方針−」

愛仁会高槻病院産婦人科　加藤　大樹　他
O-506	 「母体絞扼性イレウス術後に胎児水無脳症を発症した1例」	 京都府立医科大学産婦人科　秋山　鹿子　他
O-507	 「妊娠中の胆石発作の2例」	 三重大学産婦人科　玉石　雄也　他
O-508	 「妊娠ごとに血管性浮腫発作が重症化した遺伝性血管性浮腫合併妊娠の一例」

聖マリアンナ医科大学産婦人科学　水主川　純　他
O-509	 「妊娠悪阻による低カリウム血症に伴い横紋筋融解症をきたした1例」

東京女子医科大学八千代医療センター母体胎児科・婦人科　古来　愛香　他
O-510	 「子宮内容除去術後にDIC・急性腎不全に至るも集学的治療により救命できた子宮腺筋症合併妊娠の1例」

山梨大学産婦人科　篠原　諭史　他

16：20〜17：20
一般演題（口演）「疫学・システム-1」

座長：信州大学医学部保健学科　金井　　誠
和歌山県立医科大学周産期母子医療センター　南　佐和子

O-511	 「大阪新生児診療相互援助システムにおける小児外科症例の変遷と現状」
大阪市立総合医療センター小児外科　米田　光宏　他

O-512	 「愛知県における10年間の妊産婦死亡の実態調査と検証」	 名古屋第二赤十字病院産婦人科　林　　和正　他
O-513	 「道北北部に孤立する周産期施設における母体搬送の現状」	 市立稚内病院産婦人科　杉山　沙織　他
O-514	 「当医療圏における産科医療施設の機能別役割分担の現状とその成果」	 トヨタ記念病院　上野　琢史　他
O-515	 「助産外来及び院内助産の運営の実際から推奨される院内助産システムモデルの提案」	 静岡県立大学　石川　紀子　他
O-516	 「スイスと日本の周産期医療の比較」	 亀田メディカルセンター　門岡みずほ　他

17：20〜18：20
一般演題（口演）「疫学・システム-2」

座長：日本赤十字社医療センター周産母子・小児センター　宮内　彰人
名古屋第二赤十字病院産婦人科　加藤　紀子

O-517	 「産褥大量出血による母体搬送症例の検討」	 日本赤十字社医療センター　岩佐　美穂　他
O-518	 「当院における9年間における母体救命搬送システム（スーパー母体救命）の検討」

日本大学医学部附属板橋病院産婦人科　市川　　剛　他
O-519	 「母体搬送症例の分析による医療資源の有効活用への提案」	 杏林大学医学部産科婦人科学教室　野口　健朗　他
O-520	 「当院における逆搬送の検討」	 杏林大学産科婦人科　栁下　康博　他
O-521	 「市における産科医療に関するアンケート調査」	 横浜市立大学　倉澤健太郎　他
O-522	 「後産期出血の一次施設から高次施設への産褥搬送のタイミングに関する検討」

聖マリアンナ医科大学産婦人科　倉崎　昭子　他
O-523	 「神奈川県西湘地区における産科拠点集約化と救急搬送の現状，それに対する新たな試み」

小田原市立病院　小澤　雅代　他

2日目　第12会場
セミナー室2

9：00〜11：30
子どものための心理的応急処置研修〜ストレスを抱えた子どもたちのこころのケア〜

共催：厚生労働省委託事業DPAT事務局，公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

13：30〜15：30
女性医師が学会運営に携わることを推進するワーキンググループの「カフェ」
1．女性の役員を増やすには	 和田和子委員長，亀井良政委員
2．学術集会への女性参画	 内山　温委員，内田恵一委員

2日目　7月9日（月）
12会場　セミナー室2　［B2F］
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3．キャリアアップとワークライフバランス	 奥田美加委員・斉藤三佳委員
4．復職支援の工夫	 中原さおり委員

10：40〜11：40
一般演題（ポスター）「腫瘍-1」

座長：兵庫県立尼崎総合医療センター産婦人科　廣瀬　雅哉
札幌医科大学附属病院婦人科　寺本瑞絵

P-144	 「妊娠第3三半期に筋腫分娩した一例」	 杏林大学医学部産科婦人科学教室　本田　理貢　他
P-145	 「流産・帝王切開後に筋層内筋腫が子宮内に突出した2症例について」	 仙台医療センター　佐藤友里恵　他
P-146	 「巨大子宮腺筋症合併妊娠の有する周産期合併症に関する検討」

静岡県立こども病院周産期センター産科　加藤　　恵　他
P-147	 「子宮筋腫核出術後妊娠の合併症発症予測についての検討」	 杏林大学産婦人科　松島　実穂　他
P-148	 「hyperreactio	luteinalisの一例：画像鑑別診断について」	 国立病院機構小倉医療センター　元島　成信　他
P-149	 「Hyperreactio	luteinalis合併妊娠の2例」	 済生会吹田病院　成冨　祥子　他
P-150	 「妊娠中に初めて診断された巨大腎血管筋脂肪腫合併妊娠の1例」	 大阪大学産婦人科　祝　小百合　他
P-151	 「直腸びまん性海綿状血管腫合併妊娠の1例」	 静岡済生会総合病院　岡田　直己　他
P-152	 「分娩を契機に診断された副腎性クッシング症候群の一例」

香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学　天雲　千晶　他
P-153	 「妊娠中に外陰部皮膚腫瘍を切除し経腟分娩が可能だった一例」	 蕨市立病院産婦人科　王　　良誠　他

16：20〜17：20
一般演題（ポスター）「腫瘍-2」

座長：神戸市立医療センター中央市民病院産婦人科　吉岡　信也
近畿大学産婦人科　鈴木　彩子

P-154	 「産褥期に診断された卵巣癌の2例」	 青森県立中央病院産婦人科　松下　容子　他
P-155	 「当院での腹式広汎子宮頸部摘出術を施行した症例の検討」	 市立貝塚病院産婦人科　亀井　裕史　他
P-156	 「担癌患者の妊娠症例に関する後方視的検討」	 大阪大学産婦人科　柿ヶ野藍子　他
P-157	 「当院における悪性腫瘍合併妊娠8例の新生児予後」	 東京慈恵会医科大学附属病院産婦人科　富田　圭祐　他
P-158	 「妊娠中に診断された悪性腫瘍合併妊娠母体から出生した早産児5例の検討」

日本大学医学部小児科学系小児科分野　土方みどり　他
P-159	 「非婦人科領域の悪性腫瘍合併妊娠3例の転帰」	 昭和大学横浜市北部病院　相澤　利奈　他
P-160	 「妊娠中に発症した虫垂癌の一例」	 武蔵野赤十字病院　増永　　彩　他
P-161	 「妊娠中に化学療法を施行した乳癌合併双胎妊娠の一例」	 東京医科大学産科婦人科学分野　吉田　梨恵　他
P-162	 「再発食道癌合併妊娠に対し同時化学放射線療法を施行して生児を得た1例」

京都大学医学部附属病院産科婦人科　山田　　香　他
P-163	 「分娩直後に白血病化が判明した骨髄異形成症候群合併妊娠の1例」	 日本赤十字社和歌山医療センター　伊藤　拓馬　他

10：40〜11：40
一般演題（ポスター）「妊娠高血圧症候群」

座長：愛知医科大学周産期母子医療センター　渡辺　員支
大阪市立大学産婦人科　中野　朱美

P-164	 「低用量アスピリン内服による妊娠高血圧症候群発症予防についての後方視的検討」
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学　玉田　祥子　他

P-165	 「当院にHDPにて母体搬送となった患者の予後調査」	 埼玉医科大学病院産婦人科　山口　　哲　他
P-166	 「当院で母体搬送を受け入れ妊娠30週未満で娩出に至った妊娠高血圧症候群（HDP）症例についての検討」

日本赤十字社医療センター　橋本　彩子　他
P-167	 「慢性高血圧症合併の有無が重症妊娠高血圧腎症の待機的管理に及ぼす影響」

横浜市立大学附属市民総合医療センター総合周産期母子医療センター　星野亜紗子　他
P-168	 「当院で管理した妊娠高血圧症候群発症例の次回妊娠についての検討」	 三重中央医療センター産科　前川　有香　他
P-169	 「当院における34週以降の妊娠高血圧症候群の新生児予後を中心とした検討」

日本バプテスト病院産婦人科　山口　綾香　他

2日目　7月9日（月）
ポスター会場　ホールE　［B2F］
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P-170	 「HDP妊婦に対するタダラフィル経口投与；副作用報告」	 三重大学附属病院　古橋　芙美　他
P-171	 「妊娠高血圧腎症に起因する呼吸状態の悪化に対し非侵襲的陽圧換気を使用して妊娠期間を延長しえた4例の検討」

京都大学医学部附属病院産科婦人科　千草　義継　他
P-172	 「妊娠高血圧症候群による大量腹水貯留に対してトルバプタンが奏功した1例」

日本赤十字社和歌山医療センター　安田枝里子　他
P-173	 「子癇発作をきたしPRESと診断された重症HDPの一例」	 竹田綜合病院産婦人科　三浦　秀樹　他

16：20〜17：20
一般演題（ポスター）「胎児発育不全・胎児付属物」

座長：宮崎県立宮崎病院産婦人科　藤田　恭之
岩手県立中央病院産婦人科　葛西真由美

P-174	 「Amniotic	sheetの4症例について」	 沖縄県立北部病院産婦人科　牧野　郁子　他
P-175	 「当院で管理を行った羊水過少を伴う胎児発育不全症例の検討」

静岡県立こども病院周産期センター産科　河村　隆一　他
P-176	 「34週未満に分娩となったFGR症例の検討」	 福井県立病院　堀　　芳秋　他
P-177	 「当院における妊娠34週未満に出生した胎児発育不全の新生児予後」

順天堂大学医学部附属静岡病院産婦人科　田中　里美　他
P-178	 「FGR症例に対するタダラフィル母体経口投与における有害事象の検討」	 三重大学産婦人科　真木晋太郎　他
P-179	 「正期産低出生体重児では免疫，DNA代謝，器官形成関連遺伝子が高メチル化される」

独立行政法人国立病院機構京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室　林　　育代　他
P-180	 「超音波検査で単一臍帯動脈と高輝度腸管の所見を認めた胎児発育不全の一例」

東京女子医科大学東医療センター　鈴木　優人　他
P-181	 「胎盤重量と出生体重／胎盤重量比のZ	scoreによるSmall	for	dates（SFD）児の評価」

浜松医科大学産婦人科　伊藤　敏谷　他
P-182	 「入院管理中に発症した臍帯潰瘍の2例」	 さいたま赤十字病院産婦人科　中村　　学　他
P-183	 「巨大胎盤血管腫の症例の検討」	 産業医科大学産婦人科　柴原　真美　他

10：40〜11：40
一般演題（ポスター）「胎児治療」

座長：九州大学総合周産期母子医療センター　日高　庸博
浜松医療センター産婦人科　芹沢麻里子

P-184	 「当院における胎児頻脈性不整脈症例に対する検討」	 山形大学産科婦人科学教室　石田　博美　　
P-185	 「当院における胎児胸腔羊水腔シャント術（TAS）を施行した胎児胸水14例の検討」	 名古屋大学産婦人科　中野　知子　他
P-186	 「一児頻脈性不整脈によりMirror症候群を発症し，胎児治療にて生児を得た二絨毛膜二羊膜双胎の一例」

函館中央病院産婦人科　赤羽慧一郎　他
P-187	 「胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術施行を含む一絨毛膜二羊膜双胎の短期予後に関する検討」

東邦大学医療センター大森病院新生児科　豊田　理奈　他
P-188	 「reversal	of	TTTSにより両児羊水過多をきたし供血児の破水を認めたがFLPの施行により良好な転帰を得た一例」

東邦大学医療センター大森病院産婦人科　河西　貞智　他
P-189	 「胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術中に，患者体動により子宮裂傷をきたした一例」

鹿児島市立病院産婦人科　比嘉　莉沙　他
P-190	 「羊水過少症に対する人工羊水注入の検討」	 鹿児島市立病院産婦人科　戸田　　薫　他

16：20〜17：20
一般演題（ポスター）「不妊・不育・子宮内膜症と周産期」

座長：京都大学産婦人科　近藤　英治
東邦大学産科婦人科学　片桐由起子

P-191	 「凍結胚移植で妊娠した初産単胎妊婦の周産期予後について」	 よしだレディースクリニック　森川　麻里　他
P-192	 「当院不育症外来における不育症リスク因子と治療成績」	 神戸大学産婦人科　白川　得朗　他
P-193	 「抗カルジオリピンβ2グリコプロテインI抗体陽性不育症症例に対する免疫抑制，抗凝固併用療法」

新潟大学医歯学総合病院産婦人科　能仲　太郎　他
P-194	 「カウンセリング後に積極的な加療なしで生児が得られた原因不明不育症（連続4回流産と連続7回流産）の2症例」

済生会山形済生病院産婦人科　阪西　通夫　他
P-195	 「不育症を契機に母体の不均衡型転座を認め，生児を得た1例」	 愛媛大学医学部附属病院　宮上　　眸　他



388 日本周産期・新生児医学会雑誌　第 54 巻　第 2 号

P-196	 「子宮内膜症の既往がある妊婦はpreterm	PROMと前置胎盤のリスクが増加する」
鳥取大学産科婦人科　原田　　崇　他

P-197	 「子宮内膜症合併妊娠に関する後方視的検討」	 名古屋大学医学部附属病院産婦人科　三浦　麻世　他
P-198	 「妊娠21週で内膜症性癒着からの腹腔内出血により急性腹症を来した1例」	 日本医科大学産婦人科　米澤　美令　他
P-199	 「分娩経過中に子宮内膜症を原因とする妊娠中の特発性腹腔内出血（SHiP）をきたした2症例」

滋賀医科大学産科学婦人科学講座　松本　有美　他

10：40〜11：40
一般演題（ポスター）「内分泌と栄養-1」

座長：産業医科大学産婦人科　柴田　英治
東京都立大塚病院産婦人科　岩田みさ子

P-200	 「妊娠前の女性に対する潜在性甲状腺機能低下症の影響」	 梅ヶ丘産婦人科　内田　崇史　　
P-201	 「当科におけるTSHスクリーニングの現況と課題」	 大阪市立住吉市民病院産婦人科　英　久仁子　他
P-202	 「羊水過多，切迫早産を伴った胎児甲状腺腫に対する出生前診断と周産期治療」

広島大学病院産科婦人科　山崎　友美　他
P-203	 「母体の経腟的ヨウ素摂取と児の甲状腺機能低下症の関与が示唆された一症例」

浜松医療センター産婦人科　榛葉　頼子　他
P-204	 「母体の発作性心房細動予防目的に投与したアミオダロンにより胎児甲状腺腫大を生じた1例」

国立循環器病研究センター周産期・婦人科　月永　理恵　他
P-205	 「胎児甲状腺機能推定のための正常値作成-胎児甲状腺周囲径と下肢長管骨骨化」

国立成育医療研究センター　舟木　　哲　他
P-206	 「産婦人科に勤務する看護職における葉酸に関する知識調査」	 山口県立総合医療センター産婦人科　佐世　正勝　他
P-207	 「胎生期低栄養環境による肝脂肪変性の増悪における脂質プロファイルの検討：小胞体ストレス応答の視点から」

浜松医科大学産婦人科　幸村友季子　他
P-208	 「胎生期低栄養と産生仔の肝脂肪変性の増悪−小胞体ストレスとCIDE-A/B遺伝子のヒストン修飾変容−」

浜松医科大学産婦人科　Urmi	Jeenat	Ferdous　他

16：20〜17：20
一般演題（ポスター）「内分泌と栄養-2」

座長：奈良県立医科大学産婦人科　佐道　俊幸
島根大学産科婦人科　皆本　敏子

P-209	 「病診連携が有効であった，妊娠26週で糖尿病性ケトアシドーシスを発症した2型糖尿病合併妊娠の1例」
大分大学医学部産科婦人科　佐藤　新平　他

P-210	 「当院で経験した2型糖尿病合併高度肥満妊娠（妊娠前BMI：55.9）の一例」	 愛媛大学産婦人科　内倉　友香　他
P-211	 「Continuous	Subcutaneous	Insulin	InfusionからSensor	Augmented	Pumpへ変更した1型糖尿病合併妊婦の2例」

三重大学医学部附属病院産科婦人科　北村　亜紗　他
P-212	 「妊娠中期の妊娠糖尿病のスクリーニング法について」	 東京都立大塚病院産婦人科　田中ゆりあ　他
P-213	 「50gGCT陽性症例から妊娠糖尿病（GDM）の予測に関する検討」	 箕面市立病院　舟田　里奈　他
P-214	 「妊娠における持続血糖モニタリングの安全性・有用性の検討」	 公立豊岡病院産婦人科　稲山　嘉英　他
P-215	 「妊娠糖尿病妊婦の次回分娩時における再発増悪リスクおよび周産期予後に関する検討」

茅ヶ崎市立病院産婦人科　横溝　　陵　他
P-216	 「高度肥満妊婦に対する減量管理の効果についての検討」	 秋田赤十字病院産科　真田　広行　他
P-217	 「2009年IOM指針に基づいた推奨妊娠中体重増加における出生児体重の検討」	 製鉄記念室蘭病院　嶋田　浩志　他
P-218	 「単胎正期産の出生体重に影響する母体要因の検討」	 国立国際医療研究センター　中西美紗緒　他

10：40〜11：40
一般演題（ポスター）「先天異常・染色体・遺伝-2」

座長：東京慈恵会医科大学産婦人科　佐村　　修
国立循環器病センター周産期・婦人科　岩永　直子

P-219	 「妊娠初期に心臓逸脱症と診断した1症例」	 市立釧路総合病院産婦人科　鈴木　利理　他
P-220	 「妊娠初期において超音波診断しえた結合体双胎の1例」	 市立福知山市民病院産婦人科　松尾　精記　他
P-221	 「当院胎児診療外来を受診した296例の検討」	 兵庫県立尼崎総合医療センター　今村　裕子　他
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P-222	 「当院で経験した13トリソミー症例の検討」	 大阪市立総合医療センター産科　田原　三枝　他
P-223	 「胎児期に発症した一過性骨髄異常増殖症（TAM）の3症例」

東海大学医学部付属病院専門診療学系産婦人科　楢山　知紗　他
P-224	 「X連鎖性遺伝性水頭症と考えられる1例」	 京都第一赤十字病院産婦人科　安尾　忠浩　他
P-225	 「胎児期に小脳虫部低形成と左上大静脈遺残をみとめ出生後にCHARGE症候群と診断した1例」

手稲渓仁会病院産婦人科　太田　　創　他
P-226	 「胎動計を用いて長時間の胎動を評価し得たタナトフォリック骨異形成症の一例」

帝京大学医学部産婦人科学講座　瀬戸　理玄　他
P-227	 「両上肢の形成不全を示し典型的な症状であったが出生前の診断が困難であったコルネリアデランゲ症候群の一例」

琉球大学産婦人科　金城　忠嗣　他

16：20〜17：20
一般演題（ポスター）「先天異常・染色体・遺伝-3」

座長：福井大学学術研究院医学系部門附属病院部小児科　奥野　貴士
福島県立医科大学附属病院総合周産期母子医療センター　佐藤　真紀

P-228	 「ZBTB7A遺伝子新規変異が同定された大頭・軽度発達遅滞・動脈管開存の児」
浜松医科大学周産母子センター　大石　　彰　他

P-229	 「出生時より著明な筋緊張低下と呼吸障害を認めた脊髄筋委縮症0型の一例」
福岡市立こども病院新生児科　辻　百衣璃　他

P-230	 「自然経過で中枢性無呼吸の改善を認めたメビウス症候群の1例」	 愛媛県立中央病院　海老原知博　他
P-231	 「全前脳胞症に22q11.2欠失症候群を合併した1例」	 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科　谷　　和祐　他
P-232	 「脊髄髄膜瘤を合併した13トリソミーに対し脳神経外科手術を行なった1例」

大阪大学医学部附属病院卒後教育開発センター　坂口　仁美　他
P-233	 「X連鎖性遺伝性水頭症児の遺伝学的診断と遺伝カウンセリングの経験」	 高槻病院新生児科　小山　智史　他
P-234	 「周産期管理を受けていない先天性GPI欠損症（PIGA遺伝子異常）難治性てんかんの一絨毛膜二羊膜双胎例」

市立八幡浜総合病院小児科　村尾紀久子　他
P-235	 「著明な胎児腹水で発見された腹壁リンパ管奇形の1例」	 山形大学医学部小児科学講座　森　　福治　他
P-236	 「5番染色体異常の一例」	 昭和大学江東豊洲病院小児科　村川　哲郎　他
P-237	 「Klinefelter症候群を合併した4p-症候群の一例」	 東京女子医科大学東医療センター新生児科　兵藤　玲奈　他

10：40〜11：40
一般演題（ポスター）「内分泌」

座長：京都府立医科大学小児科　小坂喜太郎
大阪大学大学院医学系研究科小児科学　荒堀　仁美

P-238	 「超早産児の日齢28における甲状腺機能と栄養について」	 東京都立墨東病院新生児科　杉本　美紀　他
P-239	 「子宮卵管造影検査が原因と考えられた新生児一過性甲状腺機能低下症の一例」

関西医科大学小児科学講座　平林　雅人　他
P-240	 「高血糖を呈した早産児（在胎22週〜24週）の臨床的検討」	 宮崎大学医学部附属病院産婦人科　山下　理絵　他
P-241	 「当院でGH治療を施行したSGA性低身長に関する考察」

新潟市民病院総合周産期母子医療センター新生児内科　山崎　　肇　他
P-242	 「一過性高インスリン血症に門脈体循環短絡症を合併した2例」	 JA尾道総合病院小児科　髙橋　志保　他
P-243	 「6歳時に再発を来した一過性新生児糖尿病の1例」	 石川県立中央病院新生児科　中田　裕也　他
P-244	 「偶発的に発見された副腎出血の1例」	 日本医科大学武蔵小杉病院新生児内科　佐野　透美　他
P-245	 「副腎低形成所見を伴っていた先天性複合型下垂体機能低下症の一例」	 島根大学小児科　吾郷　真子　他
P-246	 「硫酸マグネシウム投与母体から出生した極低出生体重児のイオン化マグネシウム値の検討」

埼玉県立小児医療センター周産母子総合医療センター新生児科　佐伯　久子　他
P-247	 「母体へのマグネシウム製剤長期投与により骨化障害と一過性高カルシウム血症を来したと考えられた早産児例」

さいたま市立病院周産期母子医療センター新生児内科　冨永　尚宏　他

16：20〜17：20
一般演題（ポスター）「モニタリングとデバイス」

座長：島根県立中央病院母性小児診療部新生児科　加藤　文英
東京女子医科大学東医療センター新生児科　鶴田　志緒
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P-248	 「CPAP中に吸入気酸素濃度自動調整を行った早産児の検討」
埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　閑野　将行　他

P-249	 「人工呼吸器による高頻度振動換気の振幅圧伝播の違い」
埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　小林　早織　他

P-250	 「カプノグラムと換気量波形から死腔量や肺胞換気量を予測する−NICUにおけるvolumetric	capnographyの有用性」
国立病院機構舞鶴医療センター小児科　瑞木　　匡　他

P-251	 「新生児におけるEt-CO2を用いた新たな肺血流評価方法」	 国立病院機構舞鶴医療センター小児科　青井　輝希　他
P-252	 「tNIRSによるサーファクタント投与前後の脳循環・酸素代謝のモニタリング」

埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　稲毛　由佳　他
P-253	 「時間分解分光法による近赤外線分光測定装置（tNIRS）を用いた低体温療法実施時の脳酸素循環モニタリング」

埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　柏　　直之　他
P-254	 「合成高分子コーティング（SEC	ONE	COATTM*）型PIカテーテルキットは抜去困難を解消できるか」

島根県立中央病院母性小児診療部新生児科　北村　律子　他
P-255	 「最初に新生児を見る人は？−助産師，看護師による内診指接着型オキシメーターを用いた新生児評価の有用性」

浜松医科大学産婦人科　向　　麻利　他
P-256	 「血糖モニタリングに持続血糖測定器Libre	Proを使用した2例」	 鳥取大学医学部附属病院小児科　奈良井　哲　他

10：40〜11：40
一般演題（ポスター）「黄疸・栄養・代謝」

座長：岡山医療センター新生児科　中村　信
慶應義塾大学医学部小児科学教室　飛彈麻里子

P-257	 「16S	rRNA遺伝子解析を用いた極低出生体重児に対するプロバイオティクス投与後の腸内細菌叢の解析」
産業医科大学病院総合周産期母子医療センター　荒木　俊介　他

P-258	 演題取り下げ
P-259	 「ヒト母乳中のケモカイン含有量に関する研究」	 静岡済生会総合病院産婦人科　小野田　亮　他
P-260	 「シリンジポンプを用いた母乳経腸栄養法の検討〜シリンジポンプの傾斜が，喪失カロリーの減少に役立つ〜」

大阪府済生会吹田病院小児科　坂　　良逸　他
P-261	 「超低出生体重児に対する早期母乳強化（early	HMF）の一例」	 昭和大学医学部小児科学講座　宮沢　篤生　他
P-262	 「新生児痙攣，脳症を来したモリブデン補酵素欠損症の1例」

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター新生児部門　宮原　直之　他
P-263	 「超大量ビオチン投与に加え栄養療法を要したホロカルボキシラーゼ合成酵素欠損症の1例」

群馬県立小児医療センター新生児科　市之宮健二　他
P-264	 「新生児低酸素性虚血性脳症における総ビリルビン値の検討」

埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　芳賀　光洋　他
P-265	 「当院における産科健常新生児の黄疸管理についての検討」	 国立病院機構弘前病院小児科　佐藤　　啓　他
P-266	 「A型母体で発症したABO血液型不適合による新生児溶血性疾患の1例」

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院小児科　横田　千恵　他

16：20〜17：20
一般演題（ポスター）「感染・免疫-2」

座長：近畿大学医学部附属病院周産期母子医療センター NICU　和田　紀久
日本大学医学部小児科　岡橋　　彩

P-267	 「診療報酬改定後2015〜2016年シーズンの福岡県内におけるPalivizumab接種の現状調査」
産業医科大学病院総合周産期センター　菅　秀太郎　他

P-268	 「MRSAアウトブレイクがおこった開業産科施設に対して当院ICTの介入を行った経験」
旭川厚生病院小児科　佐藤　　敬　他

P-269	 「妊婦サイトメガロウイルス抗体スクリーニングコホートから出生した先天性感染児のフォローアップ検査」
三重大学産婦人科　鳥谷部邦明　他

P-270	 「AFDで頭囲が正常でも身長体重より小さめな時は無症候性先天性CMV感染の重症脳炎を考え精査する必要がある」
いわき市立総合磐城共立病院未熟児・新生児科　本田　義信　他

P-271	 「上衣下偽嚢胞を契機に先天性サイトメガロウイルス感染症と診断した一例」	 葛飾赤十字産院　来住　　修　他
P-272	 「Honeycomb	Germinolysisを契機に早期診断された先天性CMV感染症の1例」

国立病院機構岡山医療センター新生児科　竹内　章人　他
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P-273	 「就学までの経過を追えた先天性サイトメガロウイルス感染症の一例」
国立病院機構佐賀病院総合周産期母子医療センター小児科　七條　了宣　他

P-274	 「母体に円錐切除の既往があり，子宮内先天性GBS感染症を呈した1例」	 京都大学医学部附属病院小児科　岡本　清二　他
P-275	 「多発脳出血を合併したB群溶連菌髄膜炎の一例」	 筑波大学小児科　畑野　舞子　他
P-276	 「高粘稠型Klebsiella	pneumoniaeによって発症した超低出生体重児における遅発型敗血症の1例」

埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　久保田未唯　他

16：20〜17：20
一般演題（ポスター）「小児外科」

座長：長野県立こども病院小児外科　髙見澤　滋
茨城福祉医療センター小児外科　平井みさ子

P-277	 「食道閉鎖・気管食道瘻・十二指腸閉鎖を合併した先天性上気道閉塞症候群（CHAOS）の一症例」
国立成育医療研究センター小児外科　沓掛　真衣　他

P-278	 「横隔膜弛緩症との鑑別を要した左有嚢性横隔膜ヘルニアの1例」	 日本医科大学武蔵小杉病院小児外科　高橋　　翼　他
P-279	 「胎児期に羊水過多と縦隔偏位を伴う左肺嚢胞性病変で発見された肺葉内肺分画症の1例」

名古屋市立西部医療センター小児外科　佐藤　陽子　他
P-280	 「大動脈縮窄症を合併した超低出生体重児を救命できた1例」	 大阪医科大学小児科　石川　翔一　他
P-281	 「Long	gapのC型食道閉鎖症に対して日齢0に気管食道瘻切離術を施行した極低出生体重児の1例」

大阪市立総合医療センター小児外科　西本　聡美　他
P-282	 「周産期集学的治療にて生存し得たUrorectal	septum	malformation	sequenceの1例」

国立成育医療研究センター外科　渡辺　稔彦　他
P-283	 「胎児メッケル憩室穿孔が引き起こした胎便性腹膜炎の1例」	 国立病院機構長良医療センター小児外科　鴻村　　寿　他
P-284	 「胎児画像診断で嚢胞性腫瘤を呈したメッケル憩室の1例」	 順天堂大学浦安病院小児外科　三上　敬文　他
P-285	 「尿道下裂の出生前診断診断の現況と考察−一周産期センターからの報告−」

国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター総合周産期センター　近藤　朱音　他
P-286	 「男児の総排泄腔外反症の一例」	 新潟大学大学院小児外科　荒井　勇樹　他
P-287	 「胎児期に臍帯嚢胞を指摘され出生後に尿膜管開存と診断された1例」

久留米大学外科学講座小児外科部門　升井　大介　他

8：30〜9：00
若手産科医向け企画5

「産科出血」
座長：国立病院機構横浜医療センター産婦人科　奥田　美加

演者：日本医科大学産婦人科　関口　敦子

9：00〜9：30
教育講演9

「妊娠初期に超音波で何を見るのか」
座長：埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター　馬場　一憲

演者：クリフム夫律子マタニティクリニック臨床胎児医学研究所　夫　　律子

9：40〜11：40
シンポジウム10　 産・小P

「Inter-Professional Network　出生前診断を考える」
座長：国立研究開発法人国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター　左合　治彦

岩手医科大学小児科　松本　　敦
1．「胎児検査・診断と情報提供支援の相互サポート・相乗効果」	 FMC東京クリニック　中村　　靖　　
2．「出生前診断と「こころ」のケア」	 高知医療センター産科　永井　立平　　
3．「胎児から始まる出生後管理と新生児科医の役割」

埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　閑野　知佳　　
4．「出生前診断をめぐる生命倫理」	 埼玉医科大学総合医療センター新生児科　加部　一彦　　

3日目　7月10日（火）
第1会場　ホールC　［4F］
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12：00〜13：00
ランチョンセミナー 13

13：20〜15：20
災害対策委員会企画シンポジウム

「小児周産期の災害訓練について」
企画：北里大学産科学　海野　信也

長野県立こども病院新生児科　中村　友彦
座長：聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター新生児科　大木　　茂

東北大学東北メディカル・メガバンク機構地域医療支援部門母児医科学分野／東北大学産婦人科　菅原　準一
1．「平成29年度大規模地震時医療活動訓練における兵庫県小児周産期リエゾン連携訓練報告」

兵庫医科大学産科婦人科学講座　田中　宏幸　　
2．「三重県における大規模地震時医療活動訓練−災害時小児周産期リエゾン訓練−」

三重大学医学部附属病院周産母子センター　神元　有紀　　
3．「大規模地震時医療活動訓練にかかる三重県災害時小児・周産期リエゾン訓練−小児科・新生児科の立場から」

三重中央医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　盆野　元紀　　
4．「大阪府における小児周産期の災害訓練」	 大阪府小児周産期リエゾン／大阪市立総合医療センター新生児科　市場　博幸　　

指定発言–1．「災害時におけるDMATと小児周産期医療との連携に向けた取り組みと今後の課題」
国立病院機構災害医療センター臨床研究部厚生労働省DMAT事務局　岬　　美穂　　

指定発言–2．「リエゾンの平時の活動　厚労科研での取り組み」	 あいち小児保健医療総合センター救急科　伊藤　友弥　　
指定発言–3．「小児周産期の災害対策について」

厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室　祝原　賢幸　　

15：20〜
閉会式

8：30〜9：00
教育講演10

「大規模出生三世代コホート―周産期領域の個別化予防・医療へ―」
座長：埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター　関　　博之

演者：東北大学東北メディカル・メガバンク機構地域医療支援部門母児医科学分野／東北大学産婦人科　菅原　準一

9：00〜9：30
教育講演11

「子宮頸部手術後妊娠の周産期予後〜円錐切除は早産ハイリスク〜」
座長：日本医科大学産婦人科　竹下　俊行

演者：順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科　板倉　敦夫

9：40〜10：40
特別教育講演1　 共通P

「産科麻酔・医療安全管理　硬膜外無痛分娩を巡る諸問題」
座長：北里大学産科学　海野　信也

演者：埼玉医科大学総合医療センター産科麻酔科　照井　克生

10：40〜11：10
教育講演12

「広汎性子宮頸部摘出術」
座長：浜松医科大学産婦人科　金山　尚裕

演者：慶應義塾大学医学部産婦人科学教室　田中　京子　他

3日目　7月10日（火）
第2会場　ホールB7（1）　［7F］
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11：10〜11：40
教育講演13

「子宮内膜症性不妊における腹腔鏡の役割」
座長：宮崎大学医学部附属病院　鮫島　　浩

演者：日本医科大学産婦人科　明樂　重夫

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 14

13：20〜14：20
特別教育講演2　 共通P

「周産期の感染制御　NICUにおける感染対策を中心に」
座長：日本医科大学多摩永山病院外科感染制御部　丸山　　弘

演者：東京慈恵会医科大学附属病院感染対策室　中澤　　靖　他

14：20〜14：50
教育講演14

「サイトカインと新生児疾患」
座長：大阪府立病院機構大阪母子医療センター新生児科　和田　和子
演者：東京大学医学部附属病院小児・新生児集中治療部　高橋　尚人

8：30〜9：00
若手新生児科医向け企画3

「新生児科医も知っておきたい帝王切開の適応」
座長：聖マリアンナ医科大学産婦人科学　長谷川潤一

演者：東京女子医科大学病院母子総合医療センター産科　川端伊久乃

9：00〜9：30
若手新生児科医向け企画4

「新生児の心エコーのみかた」
座長：日本大学医学部小児科学系小児科学分野　鮎沢　　衛
演者：神奈川県立こども医療センター新生児科　豊島　勝昭

9：40〜11：40
シンポジウム11

「メンタルヘルスとLocal Health Care Network」
座長：大阪母子医療センター産科　光田　信明

あいち小児保健医療総合センター保健センター　山崎　嘉久
1．「電話相談から始まる地域での連携支援体制の構築〜大阪府妊産婦こころの相談センターの活動を通して〜」

大阪母子医療センター看護部母性中央部母性外来　和田　聡子　　
2．	「大分県における周産期メンタルヘルスケア体制の整備事業「大分トライアル」−地域におけるハイリスク
　　妊産婦サポートネットワーク−」	 岩永レディスクリニック産婦人科（大分県周産期医療協議会）　岩永　成晃　　
3．「兵庫県における精神科医師の取り組み」	 兵庫医科大学精神科神経科学講座　清野　仁美　　
4．「総合周産期母子医療センター通院児の親のメンタルヘルス」

大阪母子医療センター子どものこころの診療科　平山　　哲　　
5．「島根県における保健行政の取組」	 メンタルクリニックあいりす　鈴宮　寛子　　	

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 15

3日目　7月10日（火）
第3会場　ホールB7（2）　［7F］
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8：30〜9：30
一般演題（口演）「感染・免疫-1」

座長：日本大学医学部小児科学系小児科学分野　森岡　一朗
北九州市立医療センター小児科　松本　直子

O-524	 「当院における先天性トキソプラズマ感染症の発生に関する臨床前向き研究」
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野　大山　正平　他

O-525	 「先天性サイトメガロウイルス感染症スクリーニング検査の有用性」	 長野県立こども病院新生児科　米原　恒介　他
O-526	 「症候性先天性CMV感染児の1歳6か月時点でのDQ ＜ 70と関連する周産期リスク因子の後方視的検討」

神戸大学大学院医学研究科小児科学分野　福嶋　祥代　他
O-527	 「尿サイトメガロウイルス（CMV）スクリーニングで同定した先天性CMV感染児の前方視的観察研究」

神戸大学大学院医学研究科小児科学分野　福嶋　祥代　他
O-528	 「先天梅毒児を生まないために　温故知新」	 淵レディースクリニック　淵　　　勲　　
O-529	 「Treponema	pallidum抗体陽性母体から出生し先天梅毒が疑われた新生児の2例」

神戸大学大学院医学研究科小児科学分野　生田　寿彦　他
O-530	 「異なる母体への治療経過を経て出生された先天梅毒の3症例」	日本赤十字社医療センター新生児科　若杉　俊宏　　

9：40〜10：40
一般演題（口演）「感染・免疫-2」

座長：東京都立小児総合医療センター新生児科　岡㟢　　薫
亀田総合病院新生児科　水谷　佳世

O-531	 「超早産児・超低出生体重児の深在性カンジダ感染と予防的抗真菌薬投与」
日本赤十字社医療センター新生児科　竹田　知洋　他

O-532	 「抗真菌薬の予防投与が有効であったと考えられた先天性カンジダ症の超低出生体重児例」
山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター新生児科　前林　祐樹　他

O-533	 「脳室内容積と有効濃度から抗真菌薬VRCZの投与量を算出し，脳室内投与を行った真菌髄膜炎の超早産児例」
埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　堀口明由美　他

O-534	 「当院で経験した新生児GBS敗血症5例の検討」	 国立病院機構三重中央医療センター新生児科　武岡　真美　他
O-535	 「エンドトキシン吸着療法を施行した超低出生体重児の2例」	 埼玉県立小児医療センター新生児科　横松知咲子　他
O-536	 「尿培養は必要か？ -当院NICU・GCUにおける尿路感染症の検討-」

東京都立小児総合医療センター新生児科　藤田　基資　他
O-537	 「定期監視培養を契機に診断した先天性結核の1例」	 富山大学附属病院周産母子センター　太知さやか　他

10：40〜11：40
一般演題（口演）「感染・免疫-3」

座長：三重中央医療センター新生児科　盆野　元紀
新潟大学地域医療センター魚沼基幹病院地域周産期母子医療センター　小嶋　絹子

O-538	 「臍帯血Endotoxin	Activity	Assayの検討−絨毛膜羊膜炎重症度との関連について−」
静岡県立こども病院新生児科　山田　浩介　他

O-539	 「臍帯血CRP陽性例の臨床的検討」	 奈良県総合医療センター新生児集中治療室　北野　泰斗　他
O-540	 「在胎35週未満の早産児における臍帯血IgM高値の病的意義に関する検討」	 長岡赤十字病院新生児科　桑原　春洋　他
O-541	 「FIRS（fetal	inflammatory	response	syndrome）における高サイトカイン血症と出生後の臓器障害」

国立病院機構三重中央医療センター臨床研究部　盆野　元紀　他
O-542	 「正期産児と後期早産児におけるプレセプシンの標準値」	 大阪市立総合医療センター新生児科　原田　明佳　他
O-543	 「著明な高サイトカイン血症を呈し救命し得なかったHLH合併全身型新生児HSV-1感染症の1例」

東京大学医学部附属病院小児科　竹原　広基　他
O-544	 「サイトカインプロファイルが母児の診断に有用であった新生児血球貪食症候群の1例」

和歌山県立医科大学総合周産期医療センター NICU　熊谷　　健　他

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 16

3日目　7月10日（火）
第4会場　ホールB5（1）　［5F］
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13：20〜14：20
一般演題（口演）「感染・免疫-4」

座長：名古屋第一赤十字病院小児科　大城　　誠
山口県立総合医療センター新生児科　長谷川恵子

O-545	 「ヒトパレコウイルス3型（HPeV3）に対する母体血，臍帯血の中和抗体価と周産期因子との関連」
福島県立医科大学医学部小児科学講座　清水　裕美　他

O-546	 「エンテロウイルスによる新生児感染症3例と感染予防のための提言」
国立病院機構九州医療センター小児科　松下　悠紀　他

O-547	 「NICUにおけるPICC関連血流感染症のリスク因子調査　結果第1報：PICC挿入時の高度無菌遮断予防策の有用性」
京都第一赤十字病院新生児科　木下　大介　他

O-548	 「B型肝炎ウイルス母子感染予防新方式によるHBs抗体価獲得の現況」
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野　山名　啓司　他

O-549	 「経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン接種後に発症した腸管壁気腫の1例」	 新潟県立中央病院小児科　篠原　　健　他
O-550	 「当院NICUにおけるMRSA検出状況−MRSA遺伝子型解析（POT法）による検討−」

名古屋第二赤十字病院小児科　山田　崇春　他
O-551	 「母乳による後天性サイトメガロウイルス感染症の早産児例」	 豊橋市民病院小児科　望月　　聡　他

8：30〜9：30
一般演題（口演）「早産-1」

座長：富山大学附属病院産科婦人科　塩﨑　有宏
秋田赤十字病院産科　細谷　直子

O-552	 「妊娠初期における細菌性腟症スクリーニングの有用性の検討」	 トヨタ記念病院　田野　　翔　他
O-553	 「細菌性腟症と早産の関連についての検討」	 神戸大学大学院医学研究科外科系講座産科婦人科学分野　島岡　昌生　他
O-554	 「細菌性腟症は妊娠初期に治療すれば妊娠中期には減少する−腟部細胞診を細菌性腟症スクリーニングに利用して−」

赤堀病院　赤堀洋一郎　他
O-555	 「Porphyromonas	gingivalis -LPSは羊膜でのMMP-9の発現を亢進させ前期破水に関与する」

広島大学病院産科婦人科　小西　晴久　他
O-556	 「子宮内感染治療−母体炎症所見の有用性について−」	 佐賀大学産婦人科　田中　智子　他
O-557	 「子宮内感染治療−Ureaplasma感染例について−」	 国立病院機構佐賀病院産婦人科　津村　圭介　他
O-558	 「子宮内感染の治療−腟内羊水インターロイキン-6（IL-6）の有用性について−」

国立病院機構佐賀病院総合周産期母子医療センター産婦人科　清水　隆宏　他

9：40〜10：40
一般演題（口演）「早産-2」

座長：埼玉医科大学病院産婦人科　亀井　良政
東京女子医科大学病院母子総合医療センター　川端伊久乃

O-559	 「単胎自然早産児の長期神経発達予後不良因子は30週未満の早産である」	 富山大学産科婦人科　米田　徳子　他
O-560	 「頸管長短縮例におけるAmniotic	fluid	sludgeの出現は早産リスクとなり得るか」

日本医科大学産婦人科　角田　陽平　他
O-561	 「高度子宮頸管炎，子宮頚管長15mm以下の2因子が無症候性頸管長短縮例の早産リスク因子である」

富山大学産婦人科　米田　　哲　他
O-562	 「本邦における子宮頸部手術後妊娠の早産期前期破水発症リスクに関する検討」

慶應義塾大学医学部産婦人科　宮越　　敬　他
O-563	 「当院における子宮頸部円錐切除後妊娠の頸管長と周産期予後の関連についての検討」

京都医療センター産科婦人科　山村　　幸　他
O-564	 「妊娠28週未満に帝王切開を行った症例のその後の妊娠転帰」	 県立広島病院産科婦人科　児玉　美穂　他
O-565	 「妊娠27週に出生した単胎48例の背景と短期予後」	 兵庫県立こども病院周産期医療センター産科　船越　　徹　　

10：40〜11：40
一般演題（口演）「早産-3」

座長：自治医科大学産婦人科　大口　昭英
総合母子保健センター愛育病院産婦人科　大井　理恵

3日目　7月10日（火）
第5会場　ホールB5（2）　［5F］
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O-566	 「当院における早産予防を目的とした17αヒドロキシプロゲステロン（17OHP）投与の有効性についての検討」
東京都立多摩総合医療センター　高原めぐみ　他

O-567	 「当院における早産予防に対する黄体ホルモン療法の検討」	 鳥取県立厚生病院産婦人科　木山　智義　他
O-568	 「既往早産症例に対する合成プロゲステロン筋肉注射の分娩転帰と早産リスク因子についての検討」

国立成育医療研究センター　鈴木　　朋　他
O-569	 「複数回の妊娠中期以降流早産歴を有する症例に対するプロゲステロン腟坐剤投与」

九州大学病院産婦人科　中野　嵩大　他
O-570	 「切迫早産患者におけるラクトミン・酪酸菌・糖化菌配合錠の効果に関する検討」

東京女子医科大学八千代医療センター　和田真沙美　他
O-571	 「子宮内感染の治療−胎胞形成例について−」	 佐賀病院　門田　千穂　他
O-572	 「経腟的治療が困難な頸管無力症に対し妊娠初期に腹腔鏡下頸管峡部縫縮術を施行した2例」

昭和大学横浜市北部病院産婦人科　瀬尾　晃平　他

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 17

13：20〜14：20
一般演題（口演）「早産-4」

座長：宮城県立こども病院産科　室月　　淳
岩手医科大学産婦人科　小山　理恵

O-573	 「切迫流早産治療における塩酸リトドリンの副作用についての検討」	 宮崎大学医学部産婦人科　川越　靖之　他
O-574	 「切迫早産治療の塩酸リトドリンの長期投与における新生児に対する影響」	岩手県立中央病院産婦人科　葛西真由美　他
O-575	 「Late	preterm周辺期における子宮収縮抑制剤中止から陣痛発来までの期間に関する検討」

大阪母子医療センター　山本　　亮　他
O-576	 「塩酸リトドリン長期投与切迫早産入院患者に対する早産前母体ステロイド投与完遂率：DPCデータベース研究」

東京大学大学院医学系研究科臨床疫学・経済学教室　重見　大介　　
O-577	 「Long	term	tocolysisからshort	term	tocolysisへの変更」	 東京慈恵会医科大学附属病院産婦人科　青木　宏明　他
O-578	 「日本の8地域における早産率，超早産率の比較」	 町立中標津病院産婦人科　島野　敏司　他
O-579	 「多施設共同コホート研究による，岐阜県における自然早産リスク因子の検討」

国立病院機構長良医療センター産科　岩垣　重紀　他

9：00〜12：30
小児周産期医療従事者向け災害医療研修会

共催：日本小児救急医学会

3日目　7月10日（火）
第7会場（ホールD5）

8：30〜9：30
一般演題（口演）「感染・免疫-5」

座長：千葉市立海浜病院産科　飯塚　美徳
東海大学医学部付属病院産婦人科　三塚加奈子

O-580	 「兵庫県における女性の梅毒症例の動向と課題」	 神戸大学医学部産婦人科　森實真由美　他
O-581	 「妊婦のB型肝炎スクリーニングと垂直感染予防」	 神戸大学産科婦人科　笹川　勇樹　他
O-582	 「近年のHIV母子感染例に関する臨床的・疫学的検討」	 奈良県総合医療センター産婦人科　竹田　善紀　他
O-583	 「性器ヘルペス合併妊婦の病態生理」	 帝京大学溝口病院　土屋　裕子　他
O-584	 「ヘルペス肝炎合併妊娠：症例報告とシステマティックレビュー」	 三重大学産婦人科　真川　祥一　他
O-585	 「妊婦におけるHelicobacter	pylori	感染の検討」	 同愛記念病院産婦人科　須江　英子　他

3日目　7月10日（火）
第7会場　ホールD5　［5F］

3日目　7月10日（火）
第6会場　ホールD7　［7F］
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9：40〜10：40
一般演題（口演）「感染・免疫-6」

座長：東京大学医学部附属病院女性診療科・産科　永松　　健
今給黎総合病院新生児内科　丸山　有子

O-586	 「母体CMV-IgMが陰性であり出生後に先天性サイトメガロウイルス感染症の診断に至った1例」
東邦大学医療センター大森病院産婦人科　小瀧　　曜　他

O-587	 「胎児中大脳動脈収縮期最高速度が二相性に上昇した先天性サイトメガロウイルス感染症の1例」
トヨタ記念病院　福田　太郎　他

O-588	 「出生後早期に先天性サイトメガロウイルス感染症と診断した2例」	 千葉市立海浜病院産科　佐藤　美香　他
O-589	 「既感染パターンの母体から出生した先天性CMV感染症の3例」	 名古屋大学医学部附属病院産婦人科　館　明日香　他
O-590	 「妊婦におけるCMV	IgM持続陽性症例の検討」	 浜松医科大学産婦人科　松本　雅子　他
O-591	 「先天性サイトメガロウイルス感染の胎盤病理」

神戸大学大学院医学研究科外科系講座産科婦人科学分野　上中　美月　他
O-592	 「症候性の先天性サイトメガロウイルス感染症に対する胎児治療と新生児治療」	 神戸大学産科婦人科　谷村　憲司　他

10：40〜11：40
一般演題（口演）「感染・免疫-7」

座長：鹿児島市立病院産婦人科　上塘　正人
富山大学産科婦人科　米田　徳子

O-593	 「肉眼的卵膜混濁所見による絨毛膜羊膜炎推定の有用性の検討：肉眼的胎盤病理検査の重要性」
浜松医科大学産婦人科　堀越　義正　他

O-594	 「臍帯血・新生児血中の急性期反応蛋白からみた絨毛膜羊膜炎・臍帯炎と新生児の呼吸障害」
名古屋市立西部医療センター小児科　後藤　玄夫　他

O-595	 「バイオマーカー迅速測定装置（RAY-FAST）による羊水中IL-6値と胎盤における絨毛膜羊膜炎との相関性の検討」
沖縄県立中部病院　大橋　容子　他

O-596	 「新規炎症マーカーであるLRG（leucine	richα2	glycoprotein）の子宮内胎児感染における有用性」
大阪大学医学部附属病院産婦人科　梶本恵津子　他

O-597	 「陣痛発来と制御性T細胞の変化」	 名古屋大学大学院医学系研究科産婦人科学　水谷　輝之　他
O-598	 「早産児マウス敗血症モデルにおける肝臓脂質メディエーター動態の検討」

神戸大学大学院医学研究科小児科学分野　芦名満理子　他

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 18

13：20〜14：20
一般演題（口演）「感染・免疫-8」

座長：地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院産婦人科　小林　康祐
東京慈恵会医科大学柏病院産婦人科　堀谷まどか

O-599	 「救命し得た劇症産褥型A群溶連菌感染症の1例とその血清サイトカイン値の経時的変動」
日本医科大学産婦人科　米山　剛一　他

O-600	 「施設間の協力で救命しえた分娩型劇症型溶連菌感染症の一例」	 市立四日市病院　榎本　尚助　他
O-601	 「パレコウィルス3型感染症合併妊娠の1例」	 京都府立医科大学産婦人科　菅原　拓也　他
O-602	 「高病原性オウム病病原体の遺伝子解析」	 大阪母子医療センター研究所免疫部門　名倉由起子　他
O-603	 「妊娠中に腸炎症状と敗血症を契機に診断された腸チフスの一例」	 浜松医科大学産婦人科　稲見　勝朗　他
O-604	 「妊娠悪阻を契機にセラチア菌による敗血症性ショックとなった1例」	 岩手県立中部病院産婦人科　亀田優里菜　他
O-605	 「妊娠中のインスリンアレルギーに対する対応」	 三重大学医学部産科婦人科　栗山　萌子　他

3日目　7月10日（火）
第8会場（G502）

8：30〜9：30
一般演題（口演）「栄養・代謝-2」

座長：順天堂大学小児科　東海林宏道
埼玉医科大学病院新生児科　筧　　紘子

O-606	 「早産児の日齢0，1，2における血清Na値の推移パターンの検討」	 武蔵野赤十字病院新生児科　酒井　祐貴　他

3日目　7月10日（火）
第8会場　G502　［5F］
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O-607	 「中心静脈栄養剤中のカルシウムとリン濃度の最大化に関する検討」
国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター新生児科　丸山　秀彦　他

O-608	 「出生週数に比して高度な低体重を伴う超低出生体重10例の臨床像：リフィーディング症候群と比較して」
富山県立中央病院小児科　東山　弘幸　他

O-609	 「亜急性期低カルシウム血症をマグネシウム補充で管理できた超低出生体重児」
宮城県立こども病院新生児科　内田　俊彦　他

O-610	 「硫酸マグネシウムを投与された母体から出生した新生児の高カリウム血症に関する検討」
さいたま市立病院周産期母子医療センター新生児内科　大森　さゆ　他

O-611	 「早産児における栄養法と亜鉛の体内動態の考察」	 葛飾赤十字産院小児科　熊坂　　栄　他
O-612	 「NICU入院時の血清亜鉛，血清鉄，血清銅の関連性に関する検討」

いわき市立総合磐城共立病院未熟児・新生児科　小笠原　啓　他

9：40〜10：40
一般演題（口演）「栄養・代謝-3」

座長：岐阜大学小児病態学新生児集中治療部　深尾　敏幸
立川病院小児科　髙村　恭子

O-613	 「国内における新生児ヘモクロマトーシス症例の実態調査」
国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター新生児科　長澤　純子　他

O-614	 「新生児ヘモクロマトーシスの1例」	 国立病院機構三重中央医療センター新生児科　山下　敦士　他
O-615	 「トランスアミナーゼの上昇しない重症肝不全を呈した，新生児ヘモクロマトーシスの1例」

北海道立子ども総合医療療育センター新生児内科　房川眞太郎　他
O-616	 「出生前診断されたカルバミルリン酸合成酵素1欠損症の一例」	 兵庫医科大学病院小児科　矢谷　和也　他
O-617	 「ビタミンB1補充で生後早期の高乳酸血症が改善した極低出生体重児」	宮城県立こども病院新生児科　宇根岡　慧　他
O-618	 「ビオチン欠乏症が強く疑われた超低出生体重児の1例」

国立病院機構佐賀病院総合周産期母子医療センター小児科　江頭　智子　他
O-619	 「乳汁分泌不全のためドナーミルクを使用した超低出生体重児の双胎例」	 沖縄県立宮古病院小児科　杉田さおり　　

10：40〜11：40
一般演題（口演）「内分泌-1」

座長：京都大学小児科　河井　昌彦
山梨県立中央病院新生児内科　小林　真美

O-620	 「早産児マウス敗血症モデルを用いたストレス誘導性高血糖に対するインスリン療法の検討」
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野　藤岡　一路　他

O-621	 「点滴加療が必要となる低血糖ハイリスク児の背景と当院の血糖値チェック体制の検討」
社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院小児科　高尾　大士　他

O-622	 「極低出生体重児で出生し，早期から開始したSU剤内服が奏功した新生児糖尿病の1例」
鳥取県立中央病院小児科　堂本　友恒　他

O-623	 「生直後から重度の遷延性低血糖をきたした複合型下垂体機能低下症の一例」
国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター新生児科　田畑健士郎　他

O-624	 「新生児一過性高インスリン血症に対するジアゾキシド治療：在宅治療を行った症例の経過」
京都大学医学部附属病院小児科新生児集中治療部　友邊雄太郎　他

O-625	 「先天性心疾患をもつ13トリソミーに生じた高インスリン性低血糖症に対しジアゾキシドを投与した2例」
大分県立病院総合周産期母子医療センター新生児内科　小杉雄二郎　他

13：20〜14：20
一般演題（口演）「内分泌-2」

座長：東京女子医科大学母子総合医療センター新生児医学科　内山　　温
京都大学小児科　丹羽　房子

O-626	 「母体硫酸マグネシウム製剤投与が早産児の骨代謝へ及ぼす影響−定量的超音波法を用いた検討−」
富山大学附属病院周産母子センター　猪又　智実　他

O-627	 「中心静脈栄養と晩期循環不全発症の関連「周産期母子医療センターネットワーク10年まとめ事業」」
広島市立広島市民病院総合周産期母子医療センター　西村　　裕　他

O-628	 「晩期循環不全におけるステロイド投与時の腎機能の変化」	 一宮市立市民病院小児科　三好　真理　他



3992018 （平成 30）年 6 月

７
月
10
日（
火
）

O-629	 「NIRSによる組織循環評価をしえた早産児晩期循環不全の一例」	 東京医科大学小児科学分野　奈良昇乃助　他
O-630	 「尿路奇形と無症候性細菌尿から一過性偽性低アルドステロン症を呈したAxenfeld-Rieger症候群疑いの1新生児例」

高松赤十字病院小児科　梅田　真洋　他
O-631	 「低出生体重児における甲状腺刺激ホルモン遅発上昇の臨床的特徴」

東京女子医科大学母子総合医療センター新生児医学科　渡邉　宏和　他
O-632	 「Basedow病母体から出生し，甲状腺機能低下症から亢進症へ状態の変化した二絨毛膜二羊膜双胎児例」

順天堂大学静岡病院新生児科　齋藤　暢知　他

8：30〜9：30
一般演題（口演）「消化器・肝・胆道-2」

座長：新潟大学大学院小児外科　窪田　正幸
大阪大学小児成育外科　田附　裕子

O-633	 「当院で新生児期に消化管穿孔に対して手術を行なった症例の検討」	 富山県立中央病院小児外科　中島　秀明　他
O-634	 「当院における超低出生体重児の消化管穿孔例の検討」	 順天堂大学医学部附属浦安病院小児外科　小笠原有紀　他
O-635	 「当院における新生児大腸穿孔9例の検討」	 茨城県立こども病院小児外科　後藤　悠大　他
O-636	 「新生児特発性胃破裂に伴う敗血症性ショックに対し，エンドトキシン吸着療法が奏功した1例」

近畿大学医学部外科学教室小児外科部門　古形　修平　他
O-637	 「経鼻胃管により十二指腸穿孔をきたした先天性食道裂孔ヘルニアの1例」	 大阪大学小児外科　樋渡　勝平　他
O-638	 「食道胃接合部の離断を合併した横隔膜ヘルニアの1例」	 東京医科大学消化器・小児外科　四柳　聡子　他
O-639	 「根治術の際の虫垂切除が関与した先天性横隔膜ヘルニア術後癒着性腸閉塞の1例」

大阪市立総合医療センター小児外科　神山　雅史　他

9：40〜10：40
一般演題（口演）「消化器・肝・胆道-3」

座長：国立成育医療研究センター外科　金森　　豊
名古屋市立西部医療センター小児外科　佐藤　陽子

O-640	 「胎便性腹膜炎患児における腹腔内癒着の検討」	 倉敷中央病院外科小児外科　片山　修一　他
O-641	 「胎便性腹膜炎に対する手術術式：腸瘻造設は必要か？」	 大分県立病院小児外科　飯田　則利　他
O-642	 「短腸症候群に対する腸管リハビリテーション―遠位側腸管への注入療法―」	 香川大学小児外科　田中　　彩　他
O-643	 「新生児腸閉塞あるいは結腸穿孔にて手術を要した胎便栓症候群の2例」	新潟県立中央病院小児外科　奥山　直樹　他
O-644	 「超低出生体重児における胎便関連腸閉塞の治療の検討」	 茨城県立こども病院小児外科　吉田　志帆　他
O-645	 「胎便関連腸閉塞に対するNICUでのガストログラフィン注腸の工夫」

日本赤十字社医療センター小児外科　鈴木　啓介　他
O-646	 「超低出生体重児における胎便関連性腸閉塞の手術成績―発達障害の観点から―」

静岡県立こども病院小児外科　野村　明芳　他

10：40〜11：40
一般演題（口演）「消化器・肝・胆道-4」

座長：日本大学医学部小児外科　越永　從道
埼玉医科大学病院小児外科　尾花　和子

O-647	 「C型食道閉鎖，十二指腸閉鎖に対する内視鏡手術と開胸／開腹手術の比較検討」
名古屋大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター新生児部門　田中　　亮　他

O-648	 「臍輪内環状切開を用いた十二指腸閉鎖・狭窄症の根治術」	 近畿大学医学部奈良病院小児外科　中畠　賢吾　他
O-649	 「新生児外科疾患に対する臍輪切開法の検討」	 福島県立医科大学附属病院小児外科　清水　裕史　他
O-650	 「中腸軸捻転を伴わない新生児腸回転異常症の検討」	 日本大学小児外科　石塚　悦昭　他
O-651	 「当院における外科的介入を要した壊死性腸炎の検討」	 日本赤十字社医療センター　森田　香織　他
O-652	 「新生児開腹術後の癒着性腸閉塞：内視鏡手術が予防しうる可能性は？」

神奈川県立こども医療センター一般外科　望月　響子　他
O-653	 「超低出生体重児の乳児期発症鼠径ヘルニアに対するLPEC：当科の経験」

順天堂大学小児外科・小児泌尿生殖器外科　澁谷　聡一　他

3日目　7月10日（火）
第9会場　G510　［5F］
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3日目　7月10日（火）
第10会場（G602）

8：30〜9：30
一般演題（口演）「糖尿病・妊娠-1」

座長：愛媛大学産科婦人科　杉山　　隆
医療法人産育会堀病院産婦人科　小川　　幸

O-654	 「徳島県における妊娠糖尿病診療の現状と問題点」	 徳島大学病院産婦人科　米谷　直人　他
O-655	 「母体インスリン抵抗性の上昇は，胎盤発育を促進し，胎盤機能を低下させる」	 杏林大学産科婦人科　田中　　啓　他
O-656	 「インスリン抵抗性指標による双胎妊娠のインスリン抵抗性の検討」	 東京医科大学病院産婦人科　菅野　清美　他
O-657	 「妊娠糖尿病既往女性の産褥早期のインスリン抵抗性関連血清内分泌因子に関する検討」

長崎医療センター　山下　　洋　他
O-658	 「妊娠糖尿病の既往のある女性の次回妊娠時の周産期予後に関する検討」

東京女子医科大学八千代医療センター　田代　英史　他
O-659	 「妊娠糖尿病例におけるQT	dispersionに関する検討」	 榊原記念病院産婦人科　吉田　　純　他
O-660	 「血糖モニター（リアルタイムCGM）を用いた糖代謝異常妊婦の陣痛発来後の血糖動態および血糖管理方法の検討」

岡山大学産科・婦人科学教室　牧　　尉太　他

9：40〜10：40
一般演題（口演）「糖尿病・妊娠-2」

座長：北海道大学大学院産婦人科　森川　　守
聖マリアンナ医科大学産婦人科　倉㟢　昭子

O-661	 「糖尿病合併妊婦と妊娠糖尿病妊婦の妊娠経過に伴う安静時代謝量の変化」	 岡山大学産科婦人科　衛藤英理子　他
O-662	 「AGA児出生の観点から見た，正常妊婦およびDM/GDM妊婦における至適体重増加量の検討」

富山大学産科婦人科　塩㟢　有宏　他
O-663	 「糖尿病合併妊婦の妊娠前血糖管理の実態」	 北里大学病院周産母子成育医療センター産科　望月　純子　他
O-664	 「当院で管理した最近3年間の1型糖尿病合併妊娠の検討」	 国立病院機構長崎医療センター産婦人科　村本　奈央　他
O-665	 「妊娠中にDKAを発症したが異なる転帰を辿った2例」	 八戸市立市民病院　田辺　昌平　他
O-666	 「増殖糖尿病網膜症を有した状態で妊娠した1型糖尿病の1例」	 福井赤十字病院産婦人科　佐藤久美子　他
O-667	 「糖尿病性虹彩炎治療中に二次性緑内障を発症しマンニトール，アセタゾラミドを投与して良好な転機を得た一例」

大阪はびきの医療センター　三宅　龍太　他

10：40〜12：10
緊急特別企画

「産科医師の働き方改革と，院内助産・助産師外来の役割」
座長：母子愛育会総合母子保健センター愛育病院　中林　正雄

公益社団法人大阪府看護協会／平成29年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業
院内助産・助産師外来ガイドラインの見直しに関する検討委員会　高橋　弘枝

1．「院内助産・助産師外来とチーム医療」	
島根県立中央病院産婦人科／島根県産婦人科医会／島根県助産師出向事業協議会　岩成　　治　　

2．「医師の働き方改革と院内助産・助産師外来の役割」	
社会医療法人愛仁会千船病院産婦人科・地域周産期母子センター　岡田　十三　　

3．「「院内助産・助産師外来ガイドライン2018年」の意義」	 国立大学法人宮崎大学学長／平成29年度厚生労働省看護職員　　
　　確保対策特別事業日本看護協会院内助産・助産師外来ガイドラインの見直しに関する検討委員会委員　池ノ上　克　　

13：20〜14：20
一般演題（口演）「合併症妊娠-10」

座長：秋田大学医学部産婦人科　佐藤　　朗
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院産婦人科　八重樫優子

O-668	 「当院で経験した周産期心筋症の5例」	 東海大学医学部専門診療学系産婦人科　三塚加奈子　他
O-669	 「当科で経験した周産期心筋症4例の検討」	 産業医科大学産婦人科　朝永　千春　他
O-670	 「妊娠24週に感染性心内膜炎を発症し，妊娠中に僧帽弁置換術を行い生児を得た1例」

国立病院機構岡山医療センター産婦人科　大岡　尚実　他
O-671	 「感染性心内膜炎に罹患した妊娠悪阻の1例」	 名古屋第一赤十字病院　夫馬　和也　他

3日目　7月10日（火）
第10会場　G602　［6F］
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O-672	 「帝王切開・卵巣子宮内膜症性嚢胞摘出術後に生じた分娩後特発性冠動脈解離：症例報告」
天理よろづ相談所病院　大須賀拓真　他

O-673	 「妊娠管理やIVCフィルター管理に難渋した巨大深部静脈血栓合併妊娠について」
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター　上野　晃子　他

O-674	 「妊娠初期腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出後に広範な深部静脈血栓症（DVT）を生じた1例」
昭和大学藤が丘病院産婦人科　山下　有加　他

3日目　7月10日（火）
ポスター会場（ホールE）

10：40〜11：40
一般演題（ポスター）「新しい検査と管理システム」

座長：横浜市立大学産婦人科　倉澤健太郎
香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学　花岡有為子

P-288	 「指接着型胎児オキシメーターを用いた分娩時胎児組織酸素飽和度測定」	 浜松医科大学産婦人科　内田　季之　他
P-289	 「帝王切開症例での指装着型オキシメーターを用いた胎児の酸素飽和度測定」	 浜松医科大学産婦人科　川合　健太　他
P-290	 「当院での産科危機的出血における対応の現状分析」	 公立八女総合病院3階東病棟　下川　友紀　他
P-291	 「わが国の病院前周産期救急の実態と教育体制のあり方　第一報：産科医へのアンケート調査」

筑波大学医学医療系小児科　宮園　弥生　他
P-292	 「わが国の病院前周産期救急の実態と教育体制のあり方　第二報：新生児科医へのアンケート調査」

筑波大学医学医療系小児科　宮園　弥生　他
P-293	 「災害時における妊婦の適切なトリアージに関する研究」	 順天堂大学医学部附属静岡病院　伊藤　早紀　他
P-294	 「大阪府泉南地域における産後2週間サポート事業の現状」	 市立貝塚病院　原　　武也　他
P-295	 「熊本地震後の産褥EPDS検査を用いた人参養栄湯の抗うつ効果について」

医療法人社団愛育会福田病院　河上　祥一　他

13：20〜14：20
一般演題（ポスター）「多胎」

座長：大阪母子医療センター産科　金川　武司
日本赤十字社医療センター産婦人科　渡邊　理子

P-296	 「双胎妊娠の至適帝王切開時期」	 東京医科大学病院　鈴木　知生　他
P-297	 「当院における双胎妊娠105例の検討」	 豊橋市民病院産婦人科　甲木　　聡　他
P-298	 「滋賀県における多胎分娩の現状調査」	 滋賀医科大学総合周産期母子医療センター　越田　繁樹　他
P-299	 「双胎間輸血症候群発症を早期診断する健診間隔の検討〜1絨毛膜2羊膜双胎の健診は2週間毎で十分か？〜」

京都第一赤十字病院産婦人科　松本真理子　他
P-300	 「二絨毛膜二羊膜性双胎の1児子宮内胎児死亡後に妊娠高血圧腎症が改善し妊娠継続が可能になった一例」

飯塚病院産婦人科　林　宗太郎　他
P-301	 「膜性診断に苦慮した一絨毛膜一羊膜双胎の一例」	 千葉市立海浜病院　木下　亜希　他
P-302	 「分娩時期の判断に苦慮した双胎間輸血症候群の1症例」	 愛染橋病院　中村　　涼　他
P-303	 「胎児間輸血症候群を発症した二絨毛膜三羊膜品胎の一例」	 広島市立広島市民病院産婦人科　三島　桜子　他
P-304	 「臍帯相互巻絡による一絨毛膜一羊膜双胎一児死亡の管理経験〜MRIでの生存児の中枢神経評価の有用性〜」

愛仁会高槻病院産婦人科　小寺　知揮　他
P-305	 「体重差を認める二絨毛膜二羊膜性双胎妊娠の胎盤の検討」	 JA北海道厚生連旭川厚生病院　岩城　　豊　他

10：40〜11：40
一般演題（ポスター）「分娩-1」

座長：市立豊中病院産婦人科　辻江　智子
徳島大学病院産科婦人科　加地　　剛

P-306	 「当科における付着胎盤の検討：用手剥離後発症した子宮穿孔を経験して」
市立福知山市民病院産婦人科　奥田　知宏　他

P-307	 「当科における癒着胎盤症例の臨床背景と管理方法の検討」
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター　佐川麻衣子　他

P-308	 「前置癒着胎盤の子宮内胎児死亡症例に対して待機療法後経膣分娩を行った1例」
大阪大学医学部附属病院産婦人科　谷口茉利子　他

P-309	 「子宮内にバルーンを留置し二期的に手術を行った前置癒着胎盤の2例」	 徳島大学産科婦人科　今泉　絢貴　他

3日目　7月10日（火）
ポスター会場　ホールE　［B2F］
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P-310	 「帝王切開瘢痕部における二絨毛膜性双胎妊娠で流産と全前置癒着胎盤（穿通胎盤）を合併した一例」
島根県立中央病院総合周産期母子医療センター産婦人科　山上　育子　他

P-311	 「地域周産期センターにおける前置胎盤の臨床的検討」	 東京医科大学病院　由島　道郎　他
P-312	 「当科における帝王切開既往前壁付着前置〜低置胎盤の帝王切開」	 札幌医科大学産婦人科　柏木　葉月　他
P-313	 「出血を伴う前置胎盤と脳室周囲白質軟化症の関連性についての検討」	 東北大学病院産婦人科　桃野　友太　他
P-314	 「当科で経験した前置血管の11例」	 福岡大学病院産婦人科　深川　怜史　他
P-315	 「子宮底部横切開法後に妊娠成立し，計画的な周産期管理を行った一例」	 福井大学医学部産婦人科　田中　良明　他

13：20〜14：20
一般演題（ポスター）「分娩-2」

座長：沖縄県立中部病院総合周産期母子医療センター産科　橋口　幹夫
日本赤十字社医療センター産婦人科　細川さつき

P-316	 「当院における超緊急帝王切開術に関してマニュアル導入前後の変化」	 大曲厚生医療センター　長尾　大輔　　
P-317	 「超緊急帝王切開決定から児娩出までの時間短縮への取り組み」	 日本医科大学産婦人科　倉品　隆平　他
P-318	 「正期産期の臍帯脱出症例の臨床的特徴」	 大阪母子医療センター　中西研太郎　他
P-319	 「分娩時の回旋異常に対して試行した鉗子分娩例の検討」	 JA秋田厚生連雄勝中央病院産婦人科　椿　　洋光　他
P-320	 「当院におけるTrial	of	labor	after	cesarean	delivery（TOLAC）の検討」	 大阪医科大学産婦人科学教室　岡本　敦子　他
P-321	 「骨盤位経膣トライに於ける，経腹超音波検査での先進部評価と分娩予後に関する検討」

湘南鎌倉総合病院　市田　知之　他
P-322	 「経腟分娩後の予防的抗菌薬適正使用に関する検討」	 北海道社会事業協会帯広病院産婦人科　真里谷　奨　他
P-323	 「帝王切開後に合成吸収性癒着防止剤による化学性腹膜炎を疑った一例」	 名寄市立総合病院産婦人科　小野　方正　他
P-324	 「当センターにおける分娩再開後の硬膜外無痛分娩導入の臨床的検討」

独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター産婦人科　松村　英祥　他
P-325	 「当院における麻酔分娩のまとめ」	 大阪市立総合医療センター　松木　貴子　他

10：40〜11：40
一般演題（ポスター）「分娩-3」

座長：日本大学病院産婦人科　永石　匡司
広島市立広島市民病院産婦人科　中西　美恵

P-326	 「鉗子分娩後に児の頭蓋骨骨折・脳挫傷・急性硬膜下血腫を認めたが，正常に発達し愛着形成も良好であった1例」
帝京大学産婦人科　司馬　正浩　他

P-327	 「経腟分娩により硬膜下血腫を生じた鎖骨頭蓋異形成症の一例」
産業医科大学病院総合周産期母子医療センター　田中健太郎　他

P-328	 「子宮腺筋症核出術創部に胎盤が付着し全子宮破裂を起こした1例」	 群馬大学医学部附属病院産科婦人科　上原　理紗　他
P-329	 「腹腔鏡下子宮手術後の妊娠経過中に生じた子宮破裂の3例」	 東海大学産婦人科　簡野　康平　他
P-330	 「帝王切開術中に弛緩出血を認め，止血に子宮摘出を要した子宮頸部静脈瘤合併妊娠の1例」

弘前大学産婦人科　田中　誠悟　他
P-331	 「胎盤ポリープを疑って当院で管理した34症例の検討」	 福岡大学　倉員真理子　他
P-332	 「帝王切開後14日目に多量性器出血を来し管理に苦慮した胎盤ポリープの一例」	 紀南病院　和田美智子　他
P-333	 「中用量ピルで自然消退した胎盤ポリープの一例」	 国立病院機構小倉医療センター産婦人科　浦郷　康平　他
P-334	 「診断と治療に苦慮した胎盤遺残の症例：研修医の立場から」	 岩手医科大学産婦人科　岡田　有加　他
P-335	 「分娩中に心肺停止を発症し救命できた1例」	 荒木記念東京リバーサイド病院　星野　裕子　他

13：20〜14：20
一般演題（ポスター）「分娩-4」

座長：JCHO船橋中央病院周産期母子医療センター　加藤　英二
総合病院土浦協同病院産婦人科　坂本　雅恵

P-336	 「当院における産科出血の臨床的検討」	 島根県立中央病院総合周産期母子医療センター産婦人科　栗岡　裕子　他
P-337	 「当院におけるクリオレシピテートの使用状況」	 豊橋市民病院産婦人科　尾瀬　武志　他
P-338	 「産科大量出血に対するフィブリノゲン濃縮製剤の効果−導入前後での出血量および輸血量の検討−」

宮崎県立延岡病院産婦人科・周産期科　山内　　綾　他
P-339	 「産科危機的出血に対してフィブリノゲン製剤を使用し救命し得た14例の検討」	名古屋第二赤十字病院　加賀　美帆　他
P-340	 「産科危機的出血における経カテーテル的動脈塞栓術の適応とリスク因子に関する後方視的検討」

順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科　小泉　朱里　他
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P-341	 「経腟分娩後大量出血に対するUAE介入のタイミングについての考察」
東京大学医学部附属病院女性診療科・産科　水野　　祥　他

P-342	 「産科適応にて過去1年間に動脈塞栓術を施行した12症例の検討」	 岩手医科大学産婦人科学講座　寺田　　幸　他
P-343	 「過去20年間に当院で経験した子宮内反症12例の検討」	 神戸市立西神戸医療センター　三村　裕美　他
P-344	 「当院において周産期に子宮全摘術に至った症例に関するリスク因子の検討」	 豊橋市民病院　矢吹　淳司　他
P-345	 「当院において，救命救急センターと合同で診療を行った産婦人科症例の検討」

泉州広域母子医療センターりんくう総合医療センター産婦人科　坪内　弘明　他

10：40〜11：40
一般演題（ポスター）「合併症妊娠-5」

座長：佐世保市総合医療センター産婦人科　吉田　　敦
自治医科大学産婦人科　薄井　里英

P-346	 「自宅での胎児超音波ドプラ心音計を使用した抗SSA抗体陽性母体妊娠管理」	 久留米大学医学部小児科　前野　泰樹　他
P-347	 「妊娠中に全身性エリテマトーデスと切迫早産を発症し慎重な管理で生児を得た一例」

広島市立広島市民病院産婦人科　早川奈緒子　他
P-348	 「産後に血栓性微小血管症をきたしたSLE合併妊娠の1例」	 大阪医科大学附属病院産婦人科学教室　布出　実紗　他
P-349	 「梅毒の生物学的偽陽性から診断に至った抗リン脂質抗体症候群の妊婦の1例」	 愛知医科大学産婦人科　橘　　理香　他
P-350	 「連続して妊娠中期にHELLP症候群，partial	HELLP症候群を発症したSLE合併妊娠の1例」

愛媛県立中央病院産婦人科　池田　朋子　他
P-351	 「発作性夜間ヘモグロビン尿症合併妊娠で二回妊娠，出産に成功した1例」

自治医科大学附属さいたま医療センター周産期母子医療センター　李　　冬平　他
P-352	 「産褥異常子宮出血を契機に発症した非典型溶血性尿毒症症候群の1例」

兵庫県立尼崎総合医療センター産婦人科　種田　健司　他
P-353	 「自己免疫性溶血性貧血（AIHA）に特発性血小板減少性紫斑病（ITP）が続発する，Evans症候群を合併した妊娠の1例」

公立豊岡病院組合立豊岡病院　酒井　美恵　他
P-354	 「当院で経験したvon	willebrand病合併妊娠の3症例」	 姫路赤十字病院　楠元　理恵　他
P-355	 「血友病B保因者に対して，遺伝子組み換え血液凝固第IX因子製剤の輸注試験を基に，周産期管理を行った一例」

高知大学医学部附属病院産科婦人科　森田　聡美　他

13：20〜14：20
一般演題（ポスター）「合併症妊娠-6」

座長：総合母子保健センター愛育病院産婦人科　山下　隆博
仙台赤十字病院産婦人科　佐藤　多代

P-356	 「精神発達遅滞の妊婦の特徴と当院での取り組みについての検討」	 都立墨東病院産婦人科　長尾　　健　他
P-357	 「母体横隔膜ヘルニア合併妊娠の1例」	 浜松医科大学産科婦人科　戎野　志織　他
P-358	 「先天性胆道閉鎖症術後双胎妊娠の一例」	 水戸済生会総合病院総合周産期母子医療センター　照屋　浩実　他
P-359	 「XY型性腺形成異常症の診断をし，卵子提供により妊娠成立し生児を得た一例」

兵庫医科大学産科婦人科　浮田　祐司　他
P-360	 「妊娠中に筋強直性ジストロフィー（MD）と診断され，児が先天性筋強直性ジストロフィー（CMD）だった2例」

八戸市立市民病院産婦人科　吉田　瑶子　他
P-361	 「ニフェジピン内服による切迫早産管理を行った三好型遠位型筋ジストロフィーの一例」

静岡赤十字病院産婦人科　江河由起子　他
P-362	 「筋強直性ジストロフィー合併双胎妊娠の1例」	 県立広島病院産科婦人科　中島祐美子　他
P-363	 「当院における先天性心疾患修復術後妊婦の妊娠転帰の検討」	 四国こどもとおとなの医療センター　中奥　大地　他
P-364	 「妊娠中，アンジオテンシンII受容体拮抗薬内服による可逆的羊水過少をきたした一例」

兵庫県立尼崎総合医療センター　酒井　理恵　他

10：40〜11：40
一般演題（ポスター）「合併症妊娠-7」

座長：順天堂大学産婦人科　竹田　　純
日本赤十字社医療センター第一産婦人科　有馬　香織

P-365	 「下肢静脈血栓症を発症したプロテインC欠損症合併妊娠の姉妹例」	 姫路赤十字病院産婦人科　中山　朋子　他



404 日本周産期・新生児医学会雑誌　第 54 巻　第 2 号

P-366	 「合併症なく経膣分娩に至った先天性アンチトロンビン3欠乏症合併妊娠の1例」
山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学　品川　征大　他

P-367	 「Apixabanによって管理した深部静脈血栓症合併妊娠の1例」	 北信総合病医院　長田　亮介　　
P-368	 「反復常位胎盤早期剥離に対して帝王切開を施行後19日目に深部静脈血栓症および肺塞栓症を発症した1例」

磐田市立総合病院　水野　有里　他
P-369	 「妊娠糖尿病による巨大児分娩後に意識消失し，右卵巣静脈血栓と肺塞栓を認めた1例」

田附興風会医学研究所北野病院産婦人科　自見　倫敦　他
P-370	 「産褥期卵巣静脈血栓症の1例」	 島根県立中央病院総合周産期母子医療センター産婦人科　西村　淳一　他
P-371	 「子宮円靭帯静脈瘤の2例」	 国立病院機構小倉医療センター　小野結美佳　他
P-372	 「安静入院管理を要す妊婦の深部静脈血栓症発生に関する検討」	飯塚病院総合周産期母子医療センター　松岡　咲子　他
P-373	 「入院中の血栓のない妊婦のD-dimerの推移について」	 防衛医科大学校病院産婦人科　川内　華佳　他
P-374	 「単胎妊娠の帝王切開症例におけるD-Dimerの上昇に寄与するリスク因子の抽出」

りんくう総合医療センター　涌井　菜央　他

13：20〜14：20
一般演題（ポスター）「合併症妊娠-8」

座長：多摩総合医療センター産婦人科　光山　　聡
国立国際医療研究センター産婦人科　定月みゆき

P-375	 「当院における飛び込み出産と背景に関する検討：2009年妊婦健診の公費負担拡充前後で比較して」
市立福知山市民病院産婦人科　奥田　知宏　他

P-376	 「当院における繰り返す未受診妊婦の現状」	 りんくう総合医療センター　藤城亜貴子　他
P-377	 「当院における10代妊娠症例の検討」	 越谷市立病院　西岡　暢子　他
P-378	 「当院における若年妊婦の現状」	 社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院産婦人科　奥野健太郎　他
P-379	 「当院で経験した18歳以下若年妊娠の現状」	 獨協医科大学総合周産期センター　多田　和美　他
P-380	 「精神疾患合併妊娠における服薬と産褥精神状況悪化の関連性」	 防衛医科大学校病院　中司　匡哉　他
P-381	 「当院における精神疾患合併妊娠の現状」	 愛媛大学大学院医学系研究科産科婦人科学　高木香津子　他
P-382	 「電気痙攣療法が著効した統合失調症合併妊娠の1例」	 産業医科大学産科婦人科教室　榊原　　優　他
P-383	 「自閉スペクトラム症（アスペルガー症候群）合併妊娠で包括的支援を要した2症例」

大館市立総合病院産婦人科　横山美奈子　他
P-384	 「精神疾患合併や社会的ハイリスク妊婦に対する多職種合同カンファレンス「メンタルボード」の開催」

昭和大学横浜市北部病院産婦人科　松浦　　玲　他

10：40〜11：40
一般演題（ポスター）「消化器・肝・胆道」

座長：昭和大学小児科　宮沢　篤生
都立大塚病院新生児科　大橋　祥子

P-385	 「Remote	ischemic	conditioningの壊死性腸炎モデルマウスにおける予防・治療効果の検討」
三重大学医学部附属病院消化管・小児外科　小池　勇樹　他

P-386	 「消化管運動障害に対するエリスロマイシンの使用経験」
旭川医科大学病院周産母子センター新生児科　岡本　年男　他

P-387	 「当院における消化管穿孔手術を施行した超低出生体重児の検討」	 豊橋市民病院小児科　杉本　真里　他
P-388	 「当院で経験した新生児期，乳児期早期の肝血管腫・血管奇形の検討」	

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター小児外科　中原　康雄　他
P-389	 「肝被膜下血腫により出血性ショックを呈し，救命困難であった極低出生体重児の2例」

兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児内科　大平安希子　他
P-390	 「急激な経過で広範な腸管壊死を発症した劇症壊死性腸炎の超低出生体重児2例」

秋田赤十字病院新生児科　伊藤　智夫　他
P-391	 「ロング・ギャップ食道閉鎖症A型にFoker変法を行い一期的食道吻合術を行った1新生児例」

長野県立こども病院外科　高見澤　滋　他
P-392	 「当科で経験したアレルゲン特異的リンパ球刺激試験陽性を認めた5例の検討」

近江八幡市立総合医療センター小児外科　津田　知樹　他
P-393	 「哺乳開始前からの血便で発症した新生児・乳児消化管アレルギーの1例」	泉大津市立病院新生児内科　姜　　亜耶　他
P-394	 「低カルシウム高リン血症を呈したミルクアレルギーの一例」	 石井記念愛染園附属愛染橋病院小児科　前川　　周　他
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13：20〜14：20
一般演題（ポスター）「血液」

座長：奈良県立医科大学附属病院総合周産期母子医療センター新生児集中治療部門　西久保敏也
奈良県総合医療センター新生児集中治療部　新居　育世

P-395	 「SpO2低値と家族への問診から迅速に診断したヘモグロビン異常症の家族例」	獨協医科大学小児科　栗林　良多　他
P-396	 「超低出生体重児における出生時血小板数と幼若血小板分画の検討」

日本赤十字社医療センター新生児科　櫻井　裕子　他
P-397	 「新生児仮死に伴う新生児DICの血小板指数の変動」	 奈良県立医科大学附属病院新生児集中治療部　高橋　幸博　他
P-398	 「胎児水腫の原因として胎児白血病が疑われた一例」	 聖マリアンナ医科大学病院新生児科　置塩　英美　他
P-399	 「先天性白血病と診断したBlueberry	muffin	syndromeの1例」	 三重中央医療センター新生児科　大森あゆ美　他
P-400	 「持続する線溶系亢進を機に一児に多発する胎児血管血栓が発見された一絨毛膜二羊膜双胎の一例」

さいたま市立病院周産期母子医療センター新生児内科　冨永　尚宏　他
P-401	 「出生時より播種性血管内凝固を認めた早産・超低出生体重児」	 浜松医科大学地域周産期医療学講座　馬場　　徹　他
P-402	 「重篤な凝固異常を伴ったカポジ型リンパ管腫症の1例」	 群馬県立小児医療センター新生児科　福田　一代　他
P-403	 「出生時から頭部腫瘤を認め，その後急速に消退した頭蓋骨ランゲルハンス組織球症が疑われた一例」

JA北海道厚生連帯広厚生病院小児科　平松　泰好　他

10：40〜11：40
一般演題（ポスター）「神経」

座長：大分県立病院総合周産期母子医療センター第1新生児内科　飯田　浩一
君津中央病院新生児科　富田　美佳

P-404	 「新生児脳障害モデルラットに投与したラット臍帯血幹細胞の分化」
愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所・周生期学部　中西　圭子　他

P-405	 「NICUにおける髄液検査の検討」	 東京都立小児総合医療センター新生児科　黒田　淳平　他
P-406	 「当院におけるICVの揺らぎとIVHの関連についての検討」

横浜市立大学附属市民総合医療センター総合周産期母子医療センター　脇田　浩正　他
P-407	 「当院における新生児発作の臨床的検討」	 兵庫県立尼崎総合医療センター小児科　西田　吉伸　他
P-408	 「自験例における新生児発作治療薬の有効性」	 日本赤十字社医療センター新生児科　中尾　　厚　他
P-409	 「当院で経験した新生児脳梗塞9症例の検討」	 長崎医療センター小児科　尾曲　久美　他
P-410	 「双胎間輸血症候群に対する胎児鏡下レーザー治療後の母体出生児に認めた右中大脳動脈梗塞の2例」

京都第一赤十字病院小児科　短田　浩一　他
P-411	 「新生児一過性高インスリン血症から低血糖脳症をきたしたと考えられた一例」

川崎市立川崎病院新生児内科　金子　絵名　他
P-412	 「一過性高血圧を認めた乳幼児突発性危急事態による低酸素性虚血性脳症の一例」	 新潟市民病院　田中　　岳　他
P-413	 「当院NICUで施行した新生児脳低体温療法症例の検討」	 横浜労災病院新生児内科　飛彈麻里子　他

13：20〜14：20
一般演題（ポスター）「発達」

座長：富山大学附属病院周産母子センター新生児部門　吉田　丈俊
名古屋大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター新生児部門　齊藤　明子

P-414	 「当院における長期間のnasal	DPAP管理と身体発育に関する検討」	 青森県立中央病院新生児科　矢本　明音　他
P-415	 「当院で出生した在胎32週未満の双胎の短期予後」	 淀川キリスト教病院小児科　豊　奈々絵　他
P-416	 「当院における超早産児（23-24週）の短期予後に関する検討」	 長崎医療センター小児科　濱口　　陽　他
P-417	 「新生児期に手術を受けた患児の精神的発達状況について〜発達指数を用いた調査から〜」

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院小児外科　大山　　慧　他
P-418	 「当院における超低出生体重児の発育発達の検討」	 奈良県立医科大学附属病院小児科　西川　有希　他
P-419	 「NICU退院前の頭部MRI所見と3-4歳時の発達予後および母体・産科的因子に関する検討」

日本バプテスト病院産婦人科　矢内　晶太　他
P-420	 「極低出生体重児の発達評価における乳幼児自閉症チェックリスト修正版（M-CHAT）の有用性について」

名古屋第一赤十字病院小児科　中山　　淳　他
P-421	 「自閉症スペクトラム障害児の新生児期・乳児期経過」	 尾道総合病院小児科　木原　裕貴　他
P-422	 「不適切な育児環境により広汎性発達障害（PDD）の診断が遅れた3人同胞例」	 川崎市立川崎病院　梶原久美子　他




